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たに禁止するなど、個別に連携の取り

れも非現実的な解とならざるを得ない

災害防御施設を強化するという、いず

膨大な追加的社会資本投資によって水

言は、そもそも論として水災害対策と

点から、
多少の補足を行いたいと思う。

本年八月三一日に国土交通省から

まちづくりの連携を進めるためにはど
そのために何を改善しなければならな

の核心は、第二項の地域ごとの水災害

まちづくりの側から見ると、本提言

存在するのであって、
これを提言では、

的かつ現実的な解はこの両極の中間に

ことは明らかである。すなわち、合理

本提言は、本年一月から行われた「水

いかについて正面から議論した成果で

「地域の水災害リスクの評価を踏まえ、

水災害リスクの評価を
踏まえたまちづくり

組みは進められてきた。しかし、本提

「水災害対策とまちづくりの連携のあ

のような考え方が必要とされており、

はじめに

り方について：提言」が公表された 。
災害対策とまちづくりの連携のあり

リスクをまちづくりの観点から評価

防災・減災対策によりリスクを軽減し

あって、
現時点での国としての考え方、

大原則である災害リスクの回避とい

つつ、一定程度のリスクがあることを

方」検討会（筆者が座長）での議論を

うことからすれば、リスクが少しでも

認識し、受け止めたうえで、都市的な

リスクが高く居住や都市機能の立地を

提言は、一．まちづくりに活用する

ある場所は、少なくとも日常的な土地

土地利用や居住の誘導などを進める必

し、適切な土地利用のあり方を考える

いった従来の河川側からの取り組みだ

ための水災害に関するハザード情報の

利用には適さないので利用しないとい

要がある地域があるという考え方を基

取り組みの方向性がまとめられたもの

けでは十分に国民・住民の安全を守る

あり方、二．水災害リスク評価に基づ

うのが、まちづくり上の最善策である

本とすべきである」と述べたところで

とりまとめたものである。ここ数年、

ことができず、沿川の土地利用・建物

く、防災にも配慮したまちづくり、三．

ことは確かである。しかし、この原則

ある。

避けるべき地域と、
リスクがあっても、

利用のあり方からも水災害対策を強化

水災害対策とまちづくりとの連携によ

の一〇〇％の徹底は、これまで膨大な

これを読むと、多くの読者は当たり

という点にある。

することの必要性がいわれてきたとこ

るリスク軽減方策、四．取組を進める

社会資本投資を行って市街化してきた

前のことを述べたにすぎないと思われ

として意義ある提言となっているので

ろであり、既に、例えば本年六月に都

ための連携のあり方、の四項目から構

平地の大部分から撤退する、あるいは

水災害が頻発化、激甚化している状況

市計画法が改正され、災害レッドゾー

成されており
〈図表１参照〉
、
以下では、

はないかと思う。

ンで自己の業務の用に供する開発を新

下で、もはや河川改修や堤防の整備と

１）
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し、実は当たり前のこととして認識さ
象に由来する要素を含むから確率事象

第一に、水災害は気象という自然現

判断である。

れてこなかったからこそ、今、水災害
であり、リスク評価の前提となるハザ

るだろう。確かにそうなのだが、しか

対策とまちづくりの連携の必要性が言

提言の第一項目「まちづくりに活用

ード情報をどのように読み解くかは、

なくとも日常的土地利用について水災
するための水災害に関するハザード情

われているのであり、これまで、水災

害上の安全は支障がないとの前提でま
報のあり方」は、まさにこれをできる

一般的には専門家でなければそう簡単

ちづくりを進めてきたというのが実態

だけ容易にするための提言である。例

害対策は担当部局でのみ検討され、ま

である。この意味では、当たり前のこ

えば、現在の浸水ハザードマップは、

ではない。

とを当たり前のこととして再認識する

想定最大規模のハザードを対象に公表

市における位置づけ、特性や歴史的経

うにして判断するかは、当該地域の都

めた上で利用すべき地域を誰がどのよ

スクがあってもそれを認識し、受け止

クが高く利用を忌避すべき地域や、リ

的な考え方にもとづき、実際に、リス

さて、提言で述べられたような基本

あろうから、これら地域のニーズに合

かは、それぞれの地域で当然異なるで

いる。どのようなハザード情報が必要

り、こうした比較が行いにくくなって

所とそうでない場所があるはずであ

の降雨でなくとも、浸水が発生する場

高頻度で、言い換えると想定最大規模

そうした浸水想定区域の中にも、より

提言と対応（概要）

図表１．
「水災害対策とまちづくりの連携のあり方」検討会

ちづくりの側はそれを与件として、少

ことが、連携の第一歩である。

されており、したがって、浸水想定区

緯、災害リスクに対する考え方などが

わせてハザード情報をより適切に提供

域が広範囲になりがちである。しかし

地域によって異なる以上、最終的には

することが求められている〈図表２参

地域ごとの判断にあたって

それぞれの地域の判断と言わざるを得

照〉
。もちろん、こうしたキメ細かい

水 災 害への 対 応
気候変動により激甚化する
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ない。とは言え、これはかなり難しい

特 集

出典：国土交通省「水災害対策とまちづくりの連携のあり方」検討会資料より。

ハザード情報を作成するには追加的な
作業、費用が必要となるが、これに対
する国の支援を惜しんではならないと
考える。
第二に、水災害リスクは地域の様々
な防災・減災対策で小さくすることが
できる。つまり、水災害リスクはハザ
ード情報によって確定される固定要素
ではなく、地域の取り組みで変化し得
る変動要素である。したがって、まち
づくり上の重要性を考えるにあたって
も、単に人口動向や立地条件だけから
考えるのではなく、そこでどのような
防災・減災の取り組みが可能であり、
どのようにすれば水災害リスクを最小
化することができるかを同時に考える
必要がある。
提言の第三項目「水災害対策とまち
づくりとの連携によるリスク軽減方
策」
はこれに対応した部分であり、
様々
な防災・減災対策について、必ずしも
網羅的ではないが、いくつかの重要な
考え方が述べられている。大事なこと
は、水災害リスクを小さくするための
防災・減災への取り組みは、その方策、
水準、また複数の組み合わせも可能で
あるということを考えると無数にあっ
て、対策あり、対策なしというような

出典：国土交通省「水災害対策とまちづくりの連携のあり方」検討会資料より。

https://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/content/001354421.pdf

図表２．まちづくりに活用できる水災害に関するハザード情報の例
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った両極ではなく、その中間が連続的

り上の重要性も「あり」
「なし」とい

一方で、それぞれの地域のまちづく

連続的にあるということである。

デジタルではなく、その中間レベルが

ている。

であり、専門家同士の連携も求められ

連携・共同してあたってきたことは稀

とはあったが、二つの領域の専門家が

りの専門家がそれぞれ支援してきたこ

の場には、水災害の専門家、まちづく

に表現されている

災対策を示したよう

減のための防災・減

考えられるリスク軽

ハザードの程度から

正化計画上の区域と

害リスクを踏まえたまちづくりの検討

提言で述べたような地域ごとの水災

正化計画上の区域

べたように、立地適

断にあたって」で述

り組みを始めていない都市について

の設定、再設定を考

区域、居住誘導区域

避難計画、等

にあることを考えると、地域は無数の

が実際に行われることとなる最大の機

（ まちづくり上の重

でのように治水・防災の部局からまち

は、ぜひ立地適正化計画の策定を考え

えることも十分に考

垂直避難計画、等

が、
実際の検討では、

こうしたことを地域の合意形成を経

会は、一般的にはやはり立地適正化計

要性）と防災・減災

づくり・建築の部局への情報提供とい

てもらいたく、また、既に策定済みの

えられる。

災害リスクを踏まえた防災まちづくり

実、等

連続する選択肢の中から、まちづくり

て決めるには、行政と地域との対話が

画の策定時と思われる。国土交通省の

対策は同時に考える

上記「地域ごとの判

必要なことは言うまでもない。そこで

資料によれば、
本年七月三一日時点で、

必要があるから、防

立地適正化計画における検討

は、まずは提言の第四項目にある治

立地適正化計画に取り組んでいるのは

災・減災対策のレベ

上の重要性と水災害リスクの適切な組

水・防災・まちづくり・建築部局とい

五四二都市、うち三三九都市が既に策

ルから都市機能誘導

うのみならず、逆にまちづくり・建築

都市にあっては、適切な時期に本提言

図表３は、筆者の考える範囲での立

のガイドライン」が策定される予定で

個別事業所のBCP
個別建物の浸水対策
の充実、等

低

図表３．立地適正化計画における考え方の一例

注

content/001361829.pdf

https://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/

content/001360784.pdf

https://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/

ることを望んでいる。

考にしながら、各地域で検討が深化す

ハザードの程度

中

み合わせを選択することが求められる

う行政内の連携が必要であることは当

定・公表済みとなっており 、まだ取

の部局から治水・防災の部局へのフィ

を踏まえた見直しの検討をお願いした

加えて、こうした行政内、行政と地

地適正化計画における考え方の一例を

あり、ガイドラインや筆者の一例も参

てもらうため、今年度中に、国で「水

域との対話では、専門家の支援が不可

示したものである。この図は、立地適

緩やかな土地利用規
制
集団移転への支援によ
る土地利用誘導、等

ハザード低の場合に加えて 避難計画等ソフトの充

個別移転への支援、
等

部分的土地利用規制
（強制力あり）
洪水調整池・浸透施
設、等

市街地再開発
地下貯留施設
地下街の浸水対策
地区のBCP、等

高

こととなる。

然だが、ここでいう連携とは、これま

ードバックも含むものであり、言い換

いところである。

提言に沿った各地域での検討を進め

えれば、
行政内での対話が重要である。

下記の対策等によりリスクを軽減しつつ、 可能な限りリスクを
忌避

水 災 害への 対 応
気候変動により激甚化する

ハザード中の場合に加えて ハザード中の場合に加えて 強い土地利用規制

1）

居住誘導
区域外
居住誘導区域
都市機能
誘導区域

欠である。これまでこうした合意形成

特 集
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水災害リスクに
一定程度のリスクが残存することを認識
対する基本的な し、受け止めた上で、リスクとの共生を
方向性
図る

2）

２）

