気候変 動 を 踏 ま え た
「流域治水」
の推進
正徳

―氾濫を未然に防ぐための事前防災対策の加速化―
齋藤
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図表１．近年の水害の発生状況
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おける整備メニューの点検や手戻りの

上昇相当のシナリオは、治水計画等に

① 氾濫をできるだけ防ぐ・減らす対

組む。

「流域治水」に流域一体となって取り

三要素を総合的かつ多層的に進める

策

価、河川管理施設等の危機管理的な運
用の検討の参考として活用することが
氾濫をできるだけ防ぐための対策に
ついては次章で詳細に説明します。

適当です。
（２）事前防災対策を加速化させ

砂防、海岸等の管理者が主体となって

会の変化などを踏まえ、河川、下水道、

に一歩進め、気候変動による影響や社

めてきました。今後、この取組をさら

える「水防災意識社会」の再構築を進

ることを前提に、社会全体で洪水に備

け、施設能力を超過する洪水が発生す

近年の水災害による甚大な被害を受

地の嵩上げや建築物の構造の工夫など

保全によって浸水範囲を限定する、宅

方の工夫や二線堤の整備や自然堤防の

が高い区域における土地利用や住まい

対策です。具体的には、水災害リスク

夫などの被害対象を減少させるための

るためのまちづくりや、住まい方の工

生した場合を想定して、被害を回避す

治水施設の能力を上回る大洪水が発

② 被害対象を減少させるための対策

行う従来の治水対策をより一層加速さ

の対策を講じることが挙げられます。

「流域治水」を推進

せることに加え、流域のあらゆる関係

③ 被害の軽減、早期復旧・復興のた
めの対策

者が協働して流域全体で行う持続可能
な「流域治水」を推進していくことが

災害の発生が避けられない場合で
るための体制の充実といった被害軽減

も、的確・適切に避難できるようにす

必要です。
この「流域治水」には以下の二つの
観点がございます。

の復旧・復興のための対策です。具体

のための対策と、被災地における早期
（流域の特徴を踏まえた総合的かつ多

災害リスク情報の提供や、安全な避難

的には、土地等の購入にあたっての水

図表３に示すように、流域全員の参

先の確保やマイ・タイムラインの作成

層的な考え方の導入）
画のもと、流域の特性に応じ、以下の
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興の体制強化が挙げられています。
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は、流域全体で雨水や流水等を貯留す

ド・ソフト一体となった対策について

の向上、
「粘り強い堤防」を目指した

災対策を充実させることが基本となり
ます。激甚な水災害が発生した河川に
おいて治水施設の整備は未だ途上にあ

できたと考えらます。しかし、気候変

る対策や洪水を流下させる対策、氾濫

既に、令和元年東日本台風により甚

実施内容、効果などを明確化し、中長
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動によって更なる豪雨の頻発化・激甚

水を制御する対策をそれぞれ充実させ

大な被害が発生した七水系
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りますが、仮に施設の整備が完了して
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む信濃川）においては、緊急的に実施

を計画的に推進、
加速化していきます。

成すべき目標とこれに対応したハー

も、同様の取組を進めていきます。達

これら七水系以外の河川において

備を進めるだけでは、計画策定時に想

ダムや遊水地等の整備、下水道管理者

すべき対策の全体像を明らかにした

流域治水プロジェクト等による
事前防災対策の加速化

定した安全度も確保することはできま

による雨水幹線や地下貯留施設の整備
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