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岡山河川事務所 藤兼雅和

水防災意識社会 再構築ビジョンについて
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（１）水防災意識社会再構築ビジョン
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関東・東北豪雨を踏まえ、新たに「水防災意識社会再構築ビジョン」として、全ての直轄河川とその沿川市町村
（109水系、730市町村）において、平成32年度目途に水防災意識社会を再構築する取組を行う。

＜ソフト対策＞ ・住民が自らリスクを察知し主体的に避難できるよう、より実効性のある「住民目線のソフト対策」
へ転換し、平成28年出水期までを目途に重点的に実施。

＜ハード対策＞ ・「洪水を安全に流すためのハード対策」に加え、氾濫が発生した場合にも被害を軽減する
「危機管理型ハード対策」を導入し、平成32年度を目途に実施。

排水門

主な対策 各地域において、河川管理者・都道府県・市町村等からなる協議会等を新たに設置して
減災のための目標を共有し、ハード・ソフト対策を一体的・計画的に推進する。

A市

B市

C町

D市

対策済みの堤防

氾濫ブロック
家屋倒壊等氾濫想定区域 ※

＜危機管理型ハード対策＞＜危機管理型ハード対策＞

○越水等が発生した場合でも決壊までの時
間を少しでも引き延ばすよう堤防構造を

工夫する対策の推進

天端のアスファルト等が、
越水による侵食から堤体を保護

（鳴瀬川水系吉田川、

平成27年9月関東・東北豪雨）

＜被害軽減を図るための堤防構造の工夫（対策例）＞

＜住民目線のソフト対策＞

○住民等の行動につながるリスク
情報の周知

・立ち退き避難が必要な家屋倒壊等氾
濫想定区域等の公表

・住民のとるべき行動を分かりやすく示
したハザードマップへの改良

・不動産関連事業者への説明会の開催

○事前の行動計画作成、訓練の
促進

・タイムラインの策定

○避難行動のきっかけとなる情報
をリアルタイムで提供

・水位計やライブカメラの設置
・スマホ等によるプッシュ型の洪水予報

等の提供

＜洪水を安全に流すためのハード対策＞

○優先的に整備が必要な区間において、
堤防のかさ上げや浸透対策などを実施

横断図

※ 家屋の倒壊・流失をもたらすような堤防決壊
に伴う激しい氾濫流や河岸侵食が発生する

ことが想定される区域

水防災意識社会 再構築ビジョン
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（２）現状の水害リスク情報について
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現状の水害リスク情報 ○岡山の河川の特性について
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岡山バイパス
（国道2号線）

JR赤穂線
JR山陽新幹線

ゼロメートル地帯

岡山平野は、洪水で上流から運ばれてきた土砂が堆積したできた平地と、その前面の浅
い海を干拓したり埋め立てたりして作り出した土地からできていて、そこに岡山市・倉敷
市をはじめとする主要都市が集中しています。このような土地で一旦河川がはん濫する
と大きな被害に繋がります。
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流量（m3/s) 2日雨量(mm) 最高水位(m)
被災家屋（戸） 死者・行方不明

者（名）
備考

床上浸水 床下浸水 全半壊流失

昭和9年室戸台風

3,900（岩戸） 174 8,092

約7,600（下牧） 225.6 35,214 2,929 60

約9,400（船穂） 156 60,334 6,789 岡山県全域

昭和18年9月洪水 約6,500（船穂） 124 240 45 岡山県全域

昭和20年枕崎台風

7,600（岩戸） 226 7.40（岩戸） 14,798 92

約4,800（下牧） 169.0 2,110 77

約8,700（船穂） 177 10,779 21,499 1,837 岡山県全域

昭和38年7月洪水 5,600（岩戸） 162 4,501 375 40 2

昭和47年7月洪水

5,000（岩戸） 272 720 2,329 13 3

約4,610（下牧） 268.7 9.00（下牧） 1,255 3,084 25 4

約8,000（船穂） 273 5,203 2,144 227

昭和51年台風17号
4,200（岩戸） 256 13,759

約4,800（船穂） 196 1,461 1,185 14

昭和54年台風19号 4,800（岩戸） 206 584 728 101 2

昭和60年6月洪水 約5,100（船穂） 151 284 14 1

平成2年台風19号 5,200（岩戸） 262 1,491 4,694 5

平成10年台風10号

7,800（岩戸） 174 3,229 2,661 14

約4,310（下牧） 179.9 9.16（下牧） 358 615 3

約7,200（船穂） 145 130 10

平成16年台風21号 5,400（岩戸） 159 140 683

平成18年7月洪水

4,200（岩戸） 198 1 4

約2,730（下牧） 166.2 1 33

約5,300（船穂） 142 61 12 3

平成23年台風12号
約3,140（下牧） 239.8 7.94（下牧）

135 4,445 岡山市全域
約5,500（船穂） 203

現状の水害リスク情報 ○過去の被害状況
数年に一度、大規模な氾濫が発生しっており、今後も計画規模を上回る洪水が発生する恐れがあります。
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現状の水害リスク情報 ○浸水シミュレーション

本日の会場
岡山国際交流センター

岡山駅、岡山市役所、岡山県庁などの重要施設が浸水します。

低平地では浸水が長期に及ぶため水平避難が必要となります。
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（３）減災のための目標について
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岡山の河川の特徴

⑤上流部は狭窄部が
存在するため、浸水
深が深くなる。
⑥岡山市街地をはじめ
堤内地で長期間・広
範囲で浸水する。

①堤防が決壊すると氾濫流により、多くの家屋が倒
壊・流失する。

③避難勧告等の発令対象者数が多い。

④発達した都市機能（社会インフラ、ライフライン、医
療機関など）が長期間の浸水により、麻痺状態や
サービスの低下が発生する。

地形的特徴
（ゼロメートル地帯）

河川
流域に発達した
都市形態

（人口、資産集積）

②計画規模やそれを超過するような洪水では、越水
・破堤が発生し、氾濫水が拡散することによって、
広範囲で甚大な被害が発生する。

早めの避難勧告等の発令が必要

効果的な水防活動が必要

効率的な排水対策が必要

洪水を安全に流すための
ハード対策と堤防整備が
必要 8

氾濫特性を踏まえた、適切な目標と問い組方針の設定が重要です。
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減災のための目標

１．迫り来る危機を認識した的確な避難行動のための取組
２．氾濫特性に応じた効果的な水防活動
３．長期化する浸水を一日も早く解消するための排水対策

●５年間で達成すべき目標

■上記達成に向けた3本柱の取組

氾濫水が貯留する上流域や、ゼロメートル地帯を抱え、
広範囲に広がる下流域の岡山平野における氾濫特性など
をふまえた実効性のある防災・減災対策を推進し、「逃げ遅
れゼロ」「社会経済被害の最小化」を目指す。
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（４）減災のための目標について

10

～情報伝達、避難計画等に関する事項～

河川のリアルタイム映像の提供環境の整備

例：ダムの洪水調節 例：高水敷の冠水

危険度

避難の参考となるダムや河川の状況（イメージ）

６ｈ後０ｈ

雨の降り始め

８ｈ後
１２ｈ
後

２４ｈ
後

例：岡山市内冠水

～平時から住民等への周知・教育・訓練に関する事項～

※時間軸はイメージ

■出水の規模が大きくなるとダムによる洪水調節を行う。こうした施設運用は沿川住民に対し迫り来る危機を認識させ
るのに有効であり、リアルタイムの映像情報を配信することで住民の迅速な避難が可能となる。

■映像情報を岡山市、瀬戸内市やテレビ放送等で配信するよう検討を行う。
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迫り来る危機を認識した的確な雛行動のための取組
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水防団や地域住民が参加した重要水防箇所等の合同点検
■重要水防箇所、危険箇所について、河川管理者、水防団、地域住民と共同で点検を行い、情報の共有を図る。

～水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項～

旭川水系岡山市宇野水防団合同点検（平成27年12月7日）吉井川水系岡山市雄神水防団合同点検（平成27年12月9日）
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■関係機関が連携した水防訓練を例年行っているが、更に実践的な訓練を行う。

関係機関が連携した実践的な水防訓練

平成28年5月28日 高梁川総合水防演習（総社市、倉敷市、早島町）

氾濫特性に応じた適切な水防活動

出典：平成27年12月 「水防災意識社会 再構築ビジョン」における今後概ね5年間で実施する主な河川整備

 
ドレーン 

盛土 

1：3.0

H.W.L 

法すべり防止→漏水対策（浸透含む）

対策箇所

・過去の漏水実績箇所等、浸透により堤防が崩壊する恐れの
ある箇所

＜対策イメージ＞

流下能力不足→堤防整備・河道掘削

対策箇所

・堤防高が低い等、当面の目標に対して流下能力が不足して
いる箇所（上下流バランスを確保しながら実施）
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洪水を安全に流すためのハード対策の促進
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出典：平成27年12月 「水防災意識社会 再構築ビジョン」における今後概ね5年間で実施する主な河川整備

堤防天端の保護

堤防天端をアスファルト等
で保護し、堤防への雨水の
浸透を抑制するとともに、越
水した場合には法肩部の崩
壊の進行を遅らせることに
より、決壊までの時間を少し
でも延ばす

堤防天端をアスファ
ルト等で保護した堤防
では、ある程度の時間、
アスファルト等が残っ
ている。

施工前

施工後

堤防天端をアスファルトで保護

＜堤防天端保護の例＞

危機管理型ハード対策の促進
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開催日：平成２８年８月４日（木）

参加機関：岡山市、倉敷市、総社市、備前市、
瀬戸内市、赤磐市、和気町、早島町、岡山県、
岡山地方気象台、岡山河川事務所、岡山国道
事務所、苫田ダム管理所

吉井川水系・旭川川水系減災対策協議会
高梁川水系減災対策協議会の状況

【概要】
吉井川水系・旭川水系の吉井川、金剛川、旭川、百間川および高梁川水系の
高梁川、小田川について、岡山河川事務所と岡山県、岡山市、倉敷市市等８市
町からなる「吉井川水系・旭川水系大規模氾濫時の減災対策協議会」、「高梁
川水系大規模氾濫時の減災対策協議会」を設立した。

【決定事項】
今後５年間で達成すべき目標
「氾濫水が貯留する上流域や、ゼロメートル地帯を抱え、広範囲に広がる下流
域の岡山平野における氾濫特性などを踏まえた実効性のある防災・減災対策
を推進し、「逃げ遅れゼロ」「社会経済被害の最小化」を目指す。｣

【主な発言】
・赤磐市長：洪水（外水）の時には既に内水氾濫も起こっているはず。内水氾濫という状況も対策の中に加わっていかな
ければならない。
・倉敷市長：自治体、水利委員、土木関係の方々もわかりやすいように情報提供・発信を強化して頂きたい。安全安心の
面は住民の生命・財産に直結するので、我々も声を上げていくが、国でも尽力されるようお願いする。

赤磐市長 倉敷市長 備前市長 早島町長

「第1回 吉井川・旭川水系大規模氾濫時の減災対策協議会」
「第1回 高梁川水系大規模氾濫時の減災対策協議会」 開催概要
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取組のアイディア
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