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鶴見川流域は，急速な都市化の進行により1970年代から総合治水対策に取り組み，治水面で
は一定の成果をあげてきたが，水循環系の様々な課題に対処するべく，2004年に「鶴見川流域
水マスタープラン」を策定した．だが，近年は地球温暖化の影響など新たな課題が発生してき
たため，2015年12月に「鶴見川流域水マスタープラン」を改定し，その中で地球温暖化に伴う
気候変動の影響に対する適応策について，具体的な施策「地球温暖化適応策の推進アクション
プラン」を策定したため，概要の説明を行う．
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1. はじめに
鶴見川流域は，1960年代からの急速な都市化の進行
により，水循環に対し様々な人為的な攪乱が与えられ
課題が顕著となり，1970年代から総合治水対策に取り
組み，治水面として一定の成果をあげてきた．これは
治水に着目した対応であり，環境など他の機能に対す
る配慮が不十分であり，支障となることも多く水循環
系全体の課題解決には至っていない．また，これら水
循環系の課題は行政区画を越えた共同体であることを
踏まえ解決にあたる必要がある．そこで鶴見川流域で
は、国と流域内の自治体（東京都，神奈川県，横浜市，
川崎市，町田市，稲城市）で構成される鶴見川流域水
協議会において，2004年8月に「鶴見川流域水マスター
プラン（以下「水マス」）」が策定され，水循環系の
視点から流域的視野で取り組むべき対応策を以下5項目
とした．

その後策定から10年を迎え，点検検討を実施した結
果，市民・市民団体・企業・行政の取り組みにより洪
水被害の減少や水質の向上など多くの成果が上がって
いる一方，課題も明らかとなった．課題としては，防
災調整池の老朽化や遊水地域の開発など，早急な対策
が必要な施策の推進方法の検討，地球温暖化の影響や
大規模地震への対応など，「水マス」策定当初には見
込んでいなかった新たな課題の発生が挙げられる．そ
こで2015年12月に「水マス」が改定され，これらの新
たな課題にも市民・市民団体・企業・行政が連携・協
働して取り組んでいくこととした．
「水マス」は，「基本理念」，「流域水マネジメン
ト」，「推進方針」とで構成されているが，推進方針
では流域水マネジメントで定めた主要な施策を効果的
に推進するための具体的な実行計画（アクションプラ
ン）を定めることとされている．
「水マス」改定により，洪水時水マネジメントに新
たに地球温暖化に伴う気候変動の影響に対する適応策
について定め，鶴見川流域において有効な施策及びそ
の効果について検討を行い，「地球温暖化適応策の推
進アクションプラン（以下「温暖化アクションプラン」
等）を策定したため，概要を示す．

2. 「鶴見川流域水マスタープラン」の概要
鶴見川流域水協議会により2004年8月に策定された
「水マス」の位置付けについて， 図-1 のとおり示す．
河川法に基づき策定された河川整備計画や，特定都市
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河川浸水被害対策法に基づき策定された流域水害対策
計画などの法定計画があるものの，その中では具体的
施策としては見込めなかった施策を，図-1 右列に示す
いくつかのアクションプランという形で策定してきた．
これら法定計画とアクションプランを含めて，「水マ
ス」として位置付けており，これが推進されることで，
目的である「健全な水循環系の構築」が実現可能とな
る．

管理者だけでなく下水道管理者，地方公共団体と協同
策定したものとなる（4者と川崎市，町田市，稲城市）．
河川整備計画および流域水害対策計画では，河川，下
水道，流域ごとに目標降雨を定め整備メニューを策定
しており，流域水害対策計画については，鶴見川流域
内の自治体を対象に計画の進捗に関するアンケートを
実施し，その結果を公表している．
しかし，近年局地的大雨等の頻発が全国で発生し，
地球温暖化の影響への対応など，計画当初には見込ん
でいなかった新たな課題が生じた．

図-2 1)全国・鶴見川水系での平均気温の変化傾向
図-1 「水マス」の位置付け
「水マス」は，「水循環系の健全化」を理念として，
5項目（1．洪水時水マネジメント，2．平常時水マネジ
メント，3．自然環境マネジメント，4．震災・火災時
マネジメント，5．水辺ふれあいマネジメント）を柱と
し，実施にあたっては，トレードオフの関係にある流
域の諸課題を総合的にマネジメントすることにより，
流域の自然環境と人間の諸活動が共存する持続可能な
流域社会の実現をはかるものとしている．特に水害に
ついては，洪水時水マネジメントとして対応策をまと
めており，これが「水マスの改定」および「温暖化ア
クションプランの策定」に関係する．また，この洪水
時水マネジメントが，水循環系の視点から，大規模な
浸水被害が想定される洪水時の流域及び河川の状況を
取り扱うもので，流域における雨水流出の抑制，河
川・下水道の整備などの流域一体の洪水災害対策や，
浸水が生じても被害を最小限にする地域づくりなど，
流域及び河川の新たな整備と管理の方向性を示す項目
となっている．
この「水マス」が改定されるまでの経緯としては，
「水マス」が2004年に策定されて以降，2005年に河川整
備基本方針，2007年に河川整備計画及び流域水害対策
計画を策定し，鶴見川の治水対策を進めてきた．整備
計画は，河川管理者4者（国交省，東京都，神奈川県，
横浜市）で策定したものだが，流域水害対策計画は，
外水対策としての河川整備，内水対策としての下水道
整備ならびに流出抑制対策を連携して行うため，河川
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鶴見川流域周辺でも集中豪雨が頻繁に起きており、
温暖化に関しても影響を受けているといえる．図-2 の
上図で，日本の年平均気温は過去100年で1.15℃の上昇
傾向が，下図で鶴見川流域では2.14℃の上昇傾向にあ
ることが示されている．また，雨量においても気温と
同様に影響を受けており，日雨量100mm以上の年間発生
回数や短時間の強雨の発生回数は，全国的な傾向と同
様に鶴見川流域でも増加傾向にある．
これら地球温暖化の影響への対応については，「水
マス」計画当初には見込んでおらず，こうした状況を
受け，鶴見川流域水協議会では，2010年度から学識経
験者から成る「気候変動に適応した治水対策検討専門
部会」を設置し，2014年7月に1)「温暖化アクションプ
ラン」に向けた提言書をとりまとめた．

図-3 「水マス」改定までの経緯

これを踏まえ，2015年12月には水マスが改定され，さ
らに，鶴見川流域水協議会としての2)「地球温暖化適応
策の推進のための『行動方針』」が 図-3 に示すとおり
とりまとめられた．

「水マス」の5項目のマネジメントのうち，「1.洪水
時水マネジメント」の中では，［目標1，2］が掲げら
れていたが，「水マス」改定に伴い［目標3］から［目
標5］が 図-4 に示すとおり追加された．そして、その
内の［目標3］が『地球温暖化に伴う降雨量及び降雨強
度の増大、海面上昇等の外力変化への適応をはかる』
もので，この［目標3］の実現が「温暖化アクションプ
ラン」の目的となっており，その達成のための施策と
して［施策7］から［施策10］を設定した．
そして［目標3］の達成のための施策としては，表-1 左
から3列目：施策（大分類）の［施策7］から［施策10］
の4項目の中に具体的な施策（小分類）として28施策を
挙げており，関係自治体全体で温暖化アクションプラ
ン実行を推進するものである．

3. 地球温暖化適応策の推進アクションプランの
策定までの経緯
鶴見川は，冒頭にも触れたとおり，急速な都市化に
より地表を覆う構造が大きく変化し，浸透が少なく降
水の多くが流出するため，他河川にも増して地球温暖
化による気候変動の影響を受けやすいと考えられてい
る．よって，これまで整備された既存ストックの有効
活用とともに今後の更なる対策を流域一丸となって実
施し，将来を見据えた温暖化への適応策を的確かつ効
果的に推進する必要があるといえる．
次に，鶴見川流域における温暖化適応策の理念・目
標として，“地球温暖化により激化する豪雨”だけで
なく“今日にでも発生しうる豪雨”によっても甚大な
被害が生じ得る鶴見川流域では、既に実施されている
施策を含めて適応策として位置付け，これらをさらに
推進していくことに加え，現在の施設能力を大きく超
えるような大規模な豪雨による最悪のシナリオも想定
して対応を検討することを基本としている．
温暖化適応策は，必ずしも単一の対策で十分な効果
を得るものではなく，対策内容や効果量が様々な対策
群の重層的な効果により目標達成を目指すものであり，
流域一体となった取り組みを推進していくことを理念
として掲げている．
また，「水マス」では，行動計画としてアクション
プランを策定することにされており，これまでに「雨
水浸透の促進に向けたアクションプラン」など複数の
アクションプランが策定されている．そのため，地球
温暖化適応策の推進に関してもアクションプランを策
定する必要があり，施策を展開していくうえで，28の
施策について，より具体的な適応策を検討し、それら
について短期的に取り組むもの，中長期的に取り組む

図-4 「水マス」洪水時水マネジメント

表-1 洪水時水マネジメント［目標3］
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主体，右列には実施期間を併せて記載している．

ものを整理することとした．そのため，関係自治体と
の調整が必要となり，「水マス」改定後の2016年度お
よび2017年度の2年間を通して，アクションプラン策定
に向け，関係会議の開催，自治体への意見照会，学識
者へのヒアリング等を実施した．
「温暖化アクションプラン」策定に向けた関係機関
の議論の場として，「地球温暖化適応策の推進アクシ
ョンプラン担当者会議」を設置し，策定までに8回の会
議を重ね，河川，下水道，都市，環境，農水等の多様
なセクションの担当者が一堂に会し，推進すべき施策
について合意形成を図ってきた．担当者会議，それを
踏まえた自治体へのアンケート調査や学識者ヒアリン
グを通してアクションプランのブラッシュアップを続
け，各種関連会議を経て2018年1月22日の作業部会をも
って「温暖化アクションプラン」が策定された．

図-5 「温暖化アクションプラン」の構成
（本文3.3章より）
内容1『「水マス」の［目標3］に掲げた28施策を推
進する』については，表-2 のとおり本文別紙1に小分類
28施策ごとに情報をまとめており，①根拠となる計画，
②設定期間（継続，短期，中長期），③施策内容，④
モニタリング指標，⑤実行主体について整理している．
また，施策は「今日にでも発生しうる豪雨（ゲリラ豪
雨等の既に顕在化しつつある事象）に対する防災対策」
と「地球温暖化により激化する豪雨（低頻度であるが
大規模な豪雨による最悪のシナリオ）に対する減災対
策」の外力2つに分けてそれぞれ整理している．
実行主体については，各施策の実行主体は「●（黒
丸）で示す施策の実行主体」と「○（白丸）で示す実
行主体への協力」に区分している．

4. 地球温暖化適応策の推進アクションプランの
内容
「温暖化アクションプラン」は，既存のアクション
プランと同様，法定計画を超えるものではないが，法
定計画に具体的な施策の記載がない項目を策定するだ
けでなく，既存の法定計画の施策とアクションプラン
の施策を重層的に実行していくことを明確にしている
こと，不足している項目を継続的に検討追加できると
いう点で，他のアクションプランと異なっていること
が特徴となる．目的，内容は以下のとおりとなる．

【目標3】地球温暖化に伴う降 今日にでも発生しうる豪雨（ゲリラ豪雨等の既に 地球温暖化により激化する豪雨（低頻度である
雨量及び降雨強度の増大、海 顕在化しつつある事象）に対する防災対策
今日にでも発生しうる豪雨（ゲリ が大規模な豪雨による最悪のシナリオ）に対する
地球温暖化により激化する豪雨
減災対策
面上昇等の外力変化への適
ラ豪雨等の既に顕在化しつつあ
（低頻度であるが大規模な豪雨
応をはかる
根拠となる計
画

施策
分類

①河川整備
計画
②流域水害
対策計画
小分類 ③水防災意
識社会再構
築ビジョン
④雨水浸透
アクションプ
ラン
⑤その他
⑥新たに推
進する施策

る事象）に対する防災対策
実行主体
各施策内容 モニタ
リング
指標

設定
期間

①実施する事
業量を明記し
て事業を実施
する施策
②事業量は
明記しない
が、積極的に
推進する施策
③具体の実
施計画の検
討や決定を行
うことを目標と
する施策
④施策の有
効性、技術開
発、制度確立
等に向けた検
討を実施する
施策

整備可
能な事
業につ
いて欄
内に記
載。そ
の他施
策は
「進捗・
検討状
況の報
告」と
する

現行計画に
基づき、河川
整備（河道改 完了延
河川整備計 継続
修、洪水調節 長/計
画
（短期）
施設整備等） 画延長
を継続して実
施する。

「温暖化アクションプラン」の中で28施策の具体的
な説明がされているのが本文の3.3章になるが，その構
成について記す．図-5 は，小分類ごとに継続して実施
する施策内容，つまり河川整備計画などの法定計画で
位置付けられている施策内容になるが，それらの施策
内容について文章として記載しており，その文章の下
に，「温暖化アクションプラン」で新たに策定した新
規施策の施策内容を表形式で記載した．左列には実行

1.河道
【施策 整備を
7】
促進す
る

小分類
28施策

①根拠と
なる計画

新たに推進
する施策

③施策
内容
②設定
期間

による最悪のシナリオ）に対する
実行主体
各施策内容 モニタ
リング
減災対策
指標

京
設定
浜
神
河 東 横 川 町 横 期間
奈
川京 浜崎田浜
川
事都 市市市市
県
務
所

● ●● ● ●

④モニタ
リング指
標

⑤実行
主体

①実施する事
業量を明記し
て事業を実施
する施策
②事業量は
明記しない
が、積極的に
推進する施策
③具体の実
施計画の検
討や決定を行
うことを目標と
する施策
④施策の有
効性、技術開
発、制度確立
等に向けた検
討を実施する
施策

整備可
能な事
業につ
いて欄
内に記
載。そ
の他施
策は
「進捗・
検討状
況の報
告」と
する

京
浜
神
河東 横川町横
奈
川京 浜崎田浜
川
事都 市市市市
県
務
所

③施策
内容

近年の大雨
等の発生頻
度の増加や
社会情勢の
変化等を踏ま
中長期
え、計画の目
標や内容等
の見直しの必
②設定
要性を継続的
期間
に検討する。

⑤実行
主体

● ●● ●●

表-2 別紙1の構成
もう一つの本文別紙である別紙2は，表-3 に示すとお
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り，28施策には現在含まれていないものの，将来的に
施策として位置付けられる可能性のある新規施策の候
補の一覧表（内容2『温暖化に適応する新規施策の位置
付けに向けた検討を実施する』に基づき作成した新規
施策の候補）となり，この新規施策候補は新規施策と
して位置付け可能となった段階で，内容1（本文別紙1）
で定める28施策に追加するものである．

先して検討するものだが，今後は環境面等への対策に
ついても検討予定とした．その他「温暖化アクション
プラン」本文には対象流域（鶴見川流域全域），連絡
窓口（自治体ごと），担当者会議の開催経緯について
も記載した．
ここでは「温暖化アクションプラン」で示されてい
る施策の具体例を一部紹介する．「温暖化アクション
プラン」本編には小分類で28施策が位置付けられてお
り，具体的な施策数としては全体で114施策となる．
具体例として，洪水時水マネジメント［目標3］の
［施策7］について示す．
［施策7］は小分類6施策から構成されており，これ
らは，外水氾濫及び内水浸水の発生頻度を低減するた
めの施策となる．

表-3 別紙2 新規施策候補一覧
「温暖化アクションプラン」の策定・実行主体とし
ては，東京都，神奈川県，横浜市，川崎市，町田市，
稲城市，国土交通省から，関係部局が複数関わってお
り，自治体ごとに複数の部局が参画し，自治体ごとに
窓口となる幹事部局を設けている．また，対象年次に
ついては，策定年度から5ヵ年とし，2021年度以降もア
クションプラン更新等を行い，継続的に取り組むこと
とした．
モニタリングについては，個別施策の進捗・検討状
況については，担当者会議の場において定期的に報
告・確認し，鶴見川流域水委員会・鶴見川流域水懇談
会へ報告し，公表することとした．
役割分担としては，京浜河川事務所及び各自治体は，
各施策を実施するとともに，進捗のモニタリングや順
応的な対応方法について検討する．担当者会議は毎年1
回程度開催し，事務局は京浜河川事務所とすることと
した．
また，補足事項として2点記載しており，1点目は，
「温暖化アクションプラン」の施策については，「水
マス」の洪水時水マネジメントの［目標3］の達成を目
的としているが，その他の目標（［目標1,2,4］等）達
成に向けた施策と重複する内容も含まれること，2点目
は，現時点では水災害リスクの低減に向けた施策を優
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図-6 具体施策例（［施策7］- 小分類1）
施策の具体例として，「小分類1:河道整備を促進す
る」について，『現行計画に基づき，河川整備を継続
して実施』していき，流下能力を向上させていく．こ
の施策の実行主体は 図-6 に示す通り，京浜河川，東京
都，神奈川県，横浜市，川崎市になり，施策の枠が点
線の施策は，継続して実施する施策，つまり法定計画
で実施中の施策であり，太枠の施策は，「温暖化アク
ションプラン」にて策定した「新たに推進する施策」
となる．小分類1の新規施策としては，太枠で記載され
ている『近年の大雨等の発生頻度の増加や社会情勢の
変化等を踏まえ，計画の目標や内容等の見直しの必要
性を継続的に検討する．』という施策が挙げられる．
このように，「温暖化アクションプラン」は，新た
に推進する施策を挙げているだけではなく，これまで
実施してきた施策を継続的に実施することも含むもの
となる．
別の施策の具体例として「小分類4：雨水貯留施設等
の整備を推進する」について，法定計画である流域水
害対策計画に基づき，図-7 上2項目の点線枠に示すよう
な『現行計画に基づいた雨水貯留施設等の整備を着実

に実施』していくことで，浸水被害の軽減ならびに河
道ピーク流量の低減が期待できる．

図-8 各施策の関連図（案）
図-7 具体施策例（［施策7］- 小分類4）
これは，図-8 の中央にある小分類18･19の宅地嵩上げ
や大規模な安全地域の造成を実施した場合，その分貯
留・浸透を実施しないと周辺の浸水リスクを上昇させ
ることになるため，小分類4･6･12などの雨水貯留・浸
透に関連した施策と矢印でつなげているが，「宅地嵩
上げをする際は貯留浸透施設を同時に考えなければい
けない」ということをイメージできるよう仕上げてい
くものである．
今後，このような施策間の関連性を考慮しながら，
施策が効果的に推進するよう図を改良し，関係自治体
担当者間で認識を持ってもらい，活用していくものと
する．
もう一点の今後の展開として，関係自治体が施策を
推進していくために，新規施策についてはどのような
効果の示し方が適切か，また施策を実施した場合に効
果が大きいエリア（自治体）はどこか，などを定量的
に算定し，その情報を逐次提示していくことが施策推
進のために重要と考える．

新規施策としては，図-7 上から3番目の施策にあると
おり，『公共による雨水貯留施設等の整備をさらに推
進させるための方法について，最新情報を収集し，情
報共有をはかる』ものである．また，上から4番目の
『想定最大規模の外力が発生した際にも一定程度の効
果が期待できる河川調整池の新規整備に向け，既存フ
ィールドを利用したデータの取得や治水効果の検討を
実施する』ことも施策として挙げている．

5. 今後の展開について
「温暖化アクションプラン」の個別施策の小分類と
して28項目あるが，施策同士を連携させることで各施
策が加速し得るものは，関係自治体が施策を推進する
際に，同時に他の施策も推進可能な状況にあることへ
の「気付き」につながるよう，視覚的にイメージしや
すい各施策の関連図を，図-8 のとおり作成し，各自治
体の施策推進のため活用していく．
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