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江東5区大規模水害対策協議会 

満潮面以下の地域（T.P.+0.9m）

干潮面以下の地域（T.P.-1.1ｍ）

荒川
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満潮面（T.P.＋0.9m） 
以下の地域 

干潮面（T.P.－1.1m） 
以下の地域 

参照：国土地理院 
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江戸川区 

葛飾区 

足立区 

墨田区 

江東区 

新宿 
東京 

赤羽 

参照：国土交通省 関東地方整備局 荒川下流河川事務所 
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時事通信 気象庁 

国土交通省 

ＮＡＳＡ ＶＩＳＩＶＬＥ ＥＡＲＴＨ 

台風３０号 
 レイテ島 

海面水温    
 の上昇 

関東・東北豪雨 巨大化する台風（カトリーナ） 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Hurricane_Katrina_August_28_2005_NASA.jpg
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１９１０年 明治４３年大水害 
 
１９１７年 大正６年の大津波（高潮） 
 
１９４７年 カスリーン台風 
 
１９４９年 キティ台風（高潮） 
 
２００５年 ハリケーン・カトリーナ 
   
２０１２年 ハリケーンサンデー 
 
２０１３年 台風３０号 
 
２０１５年 関東東北豪雨 
 

この間、江東５区では 
堤防を決壊して大規模
水害を発生させた台風
はない 

意識・認識の不足（行政、住民） 
台風の巨大化 
広域型の災害（避難発令、受け入れ先確保） 

キティ台風（錦糸町付近） 

海
面

水
温

１
０

０
年

で
１

度
上

昇
 



東京大水害（明治４３年） 

国土交通省 荒川下流河川事務所 

死者７６９人 
行方不明者７８人 
家屋損壊２７９０棟 
       （ウキペディアより） 



キティ台風（昭和２４年）平井駅南口 

死者１３５人 
行方不明者２５人 
家屋損壊１７２０３棟 
     （ウキペディアより） 
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カスリーン台風（昭和２２年） 

死者１０７７人 
行方不明者８５３人 
家屋損壊９２９８人 
罹災者４０万人 
       （ウキペディアより） 



浸
水
地
域 

   

カスリーン台風  浸水状況図（昭和２２年） 

江戸川区 

決潰箇所 

9 江東５区大規模水害対策協議会 
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最低気圧８９５hpa 
死者６２０１人 
行方不明者１７８５人 
    (ウキペディアより） 

レイテ島 
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鬼怒川氾濫状況 ２０１５ 

提供：国土 被災状況（全景写真） 国土交通省 提供 

11 



江東5区大規模水害対策協議会 

  

・台風が巨大化傾向にある。 

・一自治体単独では対応不可能な規模の災害が 

 想定される。 

  （避難勧告の発令、受け入れ先の確保） 

・隣接自治体が共同で事態認定し、連携していく 

 必要がある。 

・首長では事態認定に能力的限界がある。 
・行政、住民の意識・認識が不足している。 
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荒川水系荒川 洪水浸水想定区域図 （想定最大）

参照：国土交通省 関東地方整備局 荒川下流河川事務所 

５区（1：50,000） 

想定最大雨量 
３日間６３２ｍｍ 
計画規模雨量 
３日間５１６ｍｍ 
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荒川 洪水浸水想定区域図 （浸水想定継続時間）

５区（1：50,000） 

参照：国土交通省 関東地方整備局 荒川下流河川事務所 
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江東5区大規模水害対策協議会 



タワーホール船堀 浸水シミュレー
ション 
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趣 旨 

 想定しうる最大規模の水害に対する避難対策を江東５区  

 が一体的かつ主体的に講じ、犠牲者ゼロの実現に向け 

 避難対応の理想像や現段階における対応方針について  

 取りまとめる。 

検討主体 

 江東５区（墨田区、江東区、足立区、葛飾区、江戸川区） 

江東５区広域避難推進協議会 平成２８年９月～ 

 平成２７年１０月２７日～平成２８年８月２４日 



江東5区大規模水害対策協議会 

協議会構成 

 委  員     墨田区長、江東区長、足立区長、葛飾区長、江戸川区長 

 アドバイザー   片田敏孝 群馬大学大学院教授 

 オブザーバー  １８機関  

                 内閣府、国土交通省（荒川下流河川事務所、 

          東京国道事務所、関東運輸局、気象庁東京管区気象台） 

                 東京都（総務局、建設局、港湾局、交通局、下水道局） 

               警視庁、東京消防庁、首都高速道路（株）、 

               東京地下鉄（株）、東武鉄道（株）、京成電鉄（株）、 

             首都圏新都市鉄道（株）、北総鉄道（株） 

 幹 事 会  各区の部長級職員によって構成（危機管理担当、都市施設当）            

 事 務 局  ５区による共同事務局 
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 経 過 

  第１回協議会（平成２７年１０月２７日） 

 第１回幹事会（     12月11日）実態、課題の整理 

 第２回 〃 （平成28年 2月 4日）情報伝達 

 第３回 〃 （     4月26日）広域避難 

 第４回 〃 （     5月25日）垂直避難のあり方 

 第５回 〃 （     7月25日）まとめ 

 第２回協議会（平成２８年 ８月２４日） 

   

  この間、協議会、幹事会に向けて課長会を開催した 
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平成28年8月 

江東５区大規模水害対策協議会 
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高い洪水と高潮リスクに晒されている 
大河川やその支川が多く流下しており、ほぼ全域が浸水想定区域に含まれて

いることから、河川洪水に対して高いリスクに晒されている 

臨海部のゼロメートル地帯に位置することから、高潮が発生した場合、 

広範囲に深刻な浸水被害を受ける危険性がある 

浸水が長期化する恐れがある 
自然排水が望めないことから、排水施設が機能しない最悪の場合、広範囲に
おいて2週間以上に渡り浸水が継続する危険性がある 

膨大な浸水人口が発生する 

全体で258万人もの人口を擁しており、 
大規模な水害が発生した場合 
膨大な浸水人口の発生が想定される 
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干潮時水面(A.P. +0.0m)以下

満潮時水面(A.P. +2.1m)以下

高潮時水面(A.P. +5.1m)以下
（伊勢湾台風級の高潮潮位の場合）

江戸川区

69万人

葛飾区

45万人

足立区

68万人

墨田区

26万人

江東区

50万人
数字は平成28年1月1日現在の総人口（単位未満四捨五入）
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早期段階から風の影響が生じる 
10時間前から強い風が吹き始め、6時間前には鉄
道が停止、最終的に屋外での行動が不能となる 

江東５区のほぼ全域が浸水 
洪水と高潮で荒川の両岸を含む複数箇所が決壊 

立退き避難者が膨大となり避難所が不足する 
浸水域内人口は約250万人に達し、約44万人の住
居が浸水深以下（水没）となる。 

過酷な環境での長期籠城を強いられる 
最悪の場合、2週間以上に渡って浸水が継続する
可能性があり、救出にも長期間を要する 
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長雨などによる荒川の洪水と東京地方への伊勢湾台風級（中心気圧930hPa）
以上の台風の襲来による東京湾の高潮が同時期に発生することによって、荒
川の両岸を含む対象地域の広範囲に浸水被害が生じる 

最大浸水深

0m～0.5m未満

0.5m～1m未満

1m～2m未満

2m～5m未満

5m超
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浸水深以下（水没）の住宅 ２週間以上水が引かない可能性あり 



江東5区大規模水害対策協議会 

 大規模水害に対して、江東５区内での垂直避難を軸とした対応
では人的被害の発生を防ぐことができない 

 犠牲者ゼロを達成するためには、浸水域外となる区外への広域
避難を基本とした対応が求められる 

25 

発災前の安全な段階において、浸水が想定される区域に居住す
る全ての区民が非浸水域に広域避難することによって、犠牲者
ゼロを達成する 

大規模水害時の避難対応の理想像（最終目標） 
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早期段階における広域避難の判断が困難 
大規模水害の発生を認識するための情報や体制が整
備されておらず早期段階での広域避難の判断が困難 

広域避難先の確保が不十分 
現状の協定では、避難者の規模に対して避難先の確
保が十分ではなく、避難施設も具体化されていない 

大規模な交通渋滞の発生 
大規模な避難者の発生と橋梁部のボトルネック 

により、深刻な交通渋滞の発生が想定される 

広域避難が困難な人の存在 
要配慮者など、広域避難に際して特別な支援を 

要する人が存在する 

区民の意識不足 
区民の大規模水害意識は低く、広域避難の体制が 

整備されても適切に避難されないことが懸念される 
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 江東５区内の避難所の規模や集合住宅等に待避可能な人
数などを踏まえると、全ての人が浸水を免れるためには、
100万人以上の広域避難の実施が必要となる 

 ただし、この目標が達成された場合においても、        
浸水域内（江東５区内）に同じく100万人規模の        
垂直避難者の残留が想定される 
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大規模水害に際して100万人以上の広域避難を実現する 
体制を整え、人的被害の発生を最小限にとどめる 

当面の目標 
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①関係機関との連携による広域避難に関する判断基準の具体化 
 

②広域避難先の拡充のため現状の協定締結自治体から 

 更に外側の自治体との避難協定の締結を拡大 
 

③広域避難の促進や支援に関する国、都などへの要望 

 （避難先の確保、避難時の渋滞対策、輸送支援の実現） 
 

④要配慮者などの広域避難の支援に向けた検討 

28 

対応の概要 



江東5区大規模水害対策協議会 

 
 先行して取り組む内容 

●大規模水害が想定される事態における共同検討の開始 
 

 

「関係機関の情報などから、概ね72時間後に荒川が氾濫する恐れがある場合、 

または930hPa程度の勢力を持つ台風の東京地方への直撃が概ね72時間後に   

予想される場合」を原則と し、他の関連情報も踏まえて判断する。 
 

●区民への自主的な広域避難の呼び掛けを実施 
 

●広域避難勧告の発表 
 

 「関係機関の情報などから、概ね24時間後に荒川が氾濫する恐れがある時で、  

    かつ930hPa程度の勢力を持つ台風の東京地方への直撃が予想される場合」を 

    原則とし、関連情報も踏まえて判断する。 
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台風進路予想図Ⅰ 

参照：気象庁 
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台風進路予想図Ⅱ 

台風１２号 ２０１５年 

江東５区大規模水害対策協議会 参照：気象庁 
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6時間20分前 
（風速10m/s)    

2時間45分前 
（風速15m/s)   

 上陸  

12時間前 

24時間前 

風に向かって歩きにくい 

風に向かって歩けない 

45分前 
（風速20m/s) 
 車の運転が困難 

1時間15分後 
最大風速46m/s 

江東５区大規模水害対策協議会 参照：気象庁 



江東5区大規模水害対策協議会 

①緊急避難先（民間事業者や住民と連携）の確保 

②支援物資に関する協定締結、区民への自己備蓄と避難時の携帯の徹底 

③自力による脱出に向けた対応の検討、 

 救援・救出や二次避難の実施に向けた避難先等の設定 

④要配慮者や子供の救出活動を効率的に行うための検討や対応 
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対応の概要 

 先行して取り組む内容 

 自助・共助による浸水域からの脱出に向けた消防団や町会・自治会などと  
連携した避難用ボートの調達や訓練等の推進 

 緊急避難先の拡充や物資の確保に向けた民間事業者や集合住宅管理者等
との協力協定の締結の推進 



江東5区大規模水害対策協議会 

① 大規模水害や広域避難に対する社会的な気運醸成に向けた意識啓発 

② 大規模水害時における垂直避難のあり方（課題）に関する理解促進 

③ 意識啓発や情報伝達に向けたマスメディアとの連携体制の構築 
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 社会全体に大規模水害の危険性や広域避難の必要性を広くアピール
することを目的としたサミット、シンポジウム、講演会などの開催 

 区民に対する垂直避難の苛酷さや広域避難の必要性などの普及啓発
に向けた広報番組、Webサイト、パンフレットなどを江東5区が共同
で作成 

対応の概要 

先行して取り組む内容 



江東5区大規模水害対策協議会 

① 推進協議会を通じた大規模水害時の対応の実効性の強化 

② 関係機関に対する各種要望の伝達、連携内容の具体化 
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 「江東５区広域避難推進協議会」の立ち上げによる広域避難の実効性の強
化に向けた検討の加速 

 広域避難に関連した取組み※との連携による具体的な要望の伝達や 

 対策の提言 
※ 内閣府中央防災会議「洪水・高潮氾濫からの大規模・広域避難検討ＷＧ」 

※ 荒川下流河川事務所「荒川下流タイムライン（拡大版）」 

対応の概要 

先行して取り組む内容 



江東5区大規模水害対策協議会 

いずれかの区長の呼掛け 
により共同検討を開始 

• 情報の収集と共有 
• 区民への情報提供 
• 広域避難の判断 

 
自主広域避難の呼掛け 

５区長共同による 
広域避難勧告の発表 

• 全ての区民を対象とした広
域避難の勧告 

• 広域避難が困難な要配慮者
は避難所へ誘導 

• 原則、公共交通機関を利用、
早期段階では車も容認 

早期垂直避難勧告（避難準備情報） 

発令 

• 広域避難の継続が困難な 
  要配慮者の垂直避難への移行 

垂直避難勧告（避難勧告）発令 

• 広域避難から垂直避難への移行 
• まとまった垂直避難の誘導 

緊急避難指示（避難指示）発令 

• 命を守ることを最優先とした自宅
待避や緊急避難先への避難 

• 避難者の受入れに向けた公共 
 ・共有スペースの開放の呼掛け 

ボートなどを用いた 
自力による脱出 

発災 

3日前 

1日前 

12時間前 

6時間前 

直前 

沈静後 
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72時間 

24時間 



江東5区大規模水害対策協議会 

避難先の確保（内閣府、東京都、近隣県、近隣区市町村） 

広域避難の避難先の確保や調整に向けたな主導的な対応 

広域避難の促進（内閣府） 

広域避難の促進に向けて、大規模水害時において経済活動を停止させたり、
避難誘導に強制力をもたせたりするなどの大胆な制度の確立 

広域避難の対応判断（内閣府、国土交通省、気象庁、東京都） 

発災3日前における共同検討の開始や1日前の「広域避難勧告」の発表の判断
に関する基準や情報の整備など、広域避難の対応判断に対する支援 

広域避難の支援（内閣府、公共交通機関、道路管理者・事業者、警察） 

大規模水害時における広域的な避難支援制度 

堤防復旧・排水（国土交通省、東京都） 

大規模水害時における早期の堤防復旧に向けた施設整備、対応 

ポンプ場などの排水機能の拡充に加えて、耐水化、非常用の燃料や電源確保
等の施設の機能維持に向けた整備、対応 
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 広域避難体制をより実践的に検討する 
①広域避難の実効性について 

    ・避難判断基準 

     ・広域避難先の具体化と交通手段 ・要配慮者等の支援策 

②江東５区大規模水害避難等対応方針の段階的運用について 

       ・共同検討の暫定的運用の開始 ・自主的広域避難の呼び掛け 

③垂直避難者からの犠牲者ゼロの達成に向けた対応について 

   ・自力による浸水域からの脱出の推進 ・避難場所の確保 

④普及、啓発について 

   ・大規模水害の危険性 ・垂直避難の困難性・広域避難の重要性              
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連携 
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荒川 

ご清聴ありがとうございました 
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