
「東京都北区 ⼤規模⽔害を想定した
避難⾏動の基本⽅針」について
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１.策定の背景

近年全国各地で大雨や台風などによる大規模水害が毎年のように発生している。

また、北区においても、昨年の令和元年東日本台風（台風第19号）の関東上陸

時に、大雨特別警報が発表（10月12日21時過ぎ）されたり、荒川の岩淵水門

（上）観測所の水位が戦後3番目の高水位を記録するなど、荒川の氾濫への備えに

対する重要度が高まっている。

1.気象状況の変化

2.荒川の氾濫に備えた避難に対する疑問点
 荒川が氾濫する際の気象状況や被害状況が分からない。
 具体的に避難するタイミングや場所が分からない。
 避難する際に注意するポイントは。
 普段から氾濫に備えるために、準備をしておくことは。 etc

⼤規模⽔害を想定した避難⾏動の基本⽅針（以下、基本⽅針）を策定
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１.策定の背景
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年月 災害名 被害の概要

平成27年9月 関東・東北豪雨

台風第１８号から変わった低気圧に向かって南から湿った空気が流れ込んだ影響で、
記録的な大雨となり、各観測所で観測史上最多雨量を記録。常総市で、鬼怒川の堤
防が約200m決壊。決壊に伴う氾濫により常総市の約1/3の面積に相当する約40km2
が浸水。

平成28年10月
台風第7号、第9号、
第10号、第11号

北海道への３つの台風の上陸、東北地方太平洋側への上陸は、気象庁統計開始以来
初。
北海道や東北地方の河川で堤防が決壊、越水し、合わせて死者24名、行方不明者5
名など各地で多くの被害が発生。

平成29年7月 九州北部豪雨
福岡県筑後地方北部で積乱雲が次々と発生し、福岡県筑後地方、筑豊筑及び大分県
のほぼ全域に大雨特別警報が発表された。河川氾濫と土砂崩れ等により大量の流木
が流れ、家屋に大きな被害が生じた。

平成30年7月 平成30年7月豪雨

梅雨前線が日本付近に停滞し、また台風7号の北上により、西日本を中心に全国的

に広い範囲で記録的な大雨となった。西日本を中心に広域的かつ同時多発的に、河
川の氾濫、がけ崩れ等が発生、死者237名、行方不明者8名、家屋被害50,470棟の極
めて甚大な被害が広範囲で発生。※被害情報は平成31年1月9日17時00分時点内閣府資料

令和元年10月 令和元年東日本台
風

台風第19 号の接近・通過に伴い、特に静岡県や新潟県、関東甲信地方、東北地方
の多くの地点で時間降水量の観測史上1 位の値を更新するなど記録的な大雨となっ
た。この大雨の影響で、広い範囲で大雨、暴風、高波、高潮が発生し、死者90名、
行方不明者9名、住家の全半壊等4,008棟、住家浸水70,341棟の極めて甚大な被害が
広範囲で発生した。※被害情報は令和元年10月28日6時30分時点消防庁資料

令和2年7月 令和2年7月豪雨
九州を中心に記録的な大雨が降り、球磨川や筑後川、飛騨川、江の川、最上川と
いった大河川での氾濫が相次いだほか、土砂災害、低地の浸水等により、人的被害
や物的被害が多く発生した。

【近年発生した主な豪雨災害（全国）】



２.基本方針の構成

【基本方針の構成】

 避難の心得五か条
 概略説明
 解説章

 大規模水害を想定した避難行動の基本方針  避難の心得五か条 4



３.基本方針の重要なポイント①

（1）荒川が氾濫した場合の特徴
①ハザードマップから得られる情報
②中小河川との比較

（2）気をつけなければいけない⽔位情報・気象状況
①水位の上昇のピークは観測地点で異なります。
②北区内の雨のピークと水位上昇のピークは異なります。

基本⽅針2. 災害を知りましょう
（荒川の氾濫について知りましょう。）

重要なポイント①
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３.基本方針の重要なポイント①

①ハザードマップから得られる情報

浸⽔想定区域
荒川が氾濫した場合の浸水状況を
浸水の深さごとに色分けして表示

浸⽔継続時間
荒川が氾濫した場合の水が引くま
での継続時間を色分けして表示

※ハザードマップ（裏面）

（1）荒川が氾濫した場合の特徴
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３.基本方針の重要なポイント①

（1）荒川が氾濫した場合の特徴

水害
比較項目

荒川の氾濫 中小河川の氾濫
（石神井川等）

規模

浸水深
5 m以上；2階建て

の屋根以上
5 m未満；2階建ての軒

下まで

浸水継続
時間 2週間以上 数時間～1日未満

リードタイム
（避難行動に費やせる時

間）

降雨等により数日前
から洪水を予測する

ことができる

雨が強くなってから
河川の水位が上がる
までの時間が短い

②荒川の氾濫と中小河川の氾濫との違い ※基本方針より抜粋
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３.基本方針の重要なポイント①

（2）気をつけなければいけない⽔位情報・気象状況
①水位の上昇のピークは観測地点で異なります。

※基本方針より抜粋

熊谷水位観測所

治水橋水位観測所
（さいたま市）

岩淵水門（上）水位観測所

荒川流域図及び水位観測所の位置 各地点での河川水位の上昇・低下グラフ イメー
ジ図 8



３.基本方針の重要なポイント①

②北区内の雨のピークと水位上昇のピークは異なります。

※基本方針より抜粋

降雨と水位上昇との時間差 イメージ
図

雨のピーク→→→川の水位のピーク

⚠雨が弱まってきた頃に、荒川では
氾濫の危険性が⾼まっている。

⚠雨がやんでも、完全には
⽔位が下がりきっていない。

（2）気をつけなければいけない⽔位情報・気象状況
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４.基本方針の重要なポイント②

（1）避難先の考え⽅

（2）マンションなどの上階避難の危険性

（3）荒川氾濫を想定した避難場所

基本⽅針３.

重要なポイント②

⾃宅にとどまらず、できるだけ
遠くの高台に逃げましょう。
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４.基本方針の重要なポイント②

①想定される最大規模の避難者数

避難しなければならない住民（避難者）を浸水が想定される
低地に住んでいる人及び土砂災害が起きると予想されている地
域に住んでいる人だと考えると、約20万人もの人々が避難す
ることが必要となる（※北区の総人口は約35万人）。

（1）避難先の考え⽅
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４.基本方針の重要なポイント②

避難先の考え方 留意事項

最
も
推
奨
す
る

避
難
先

雨や風が強くなる前
に、できるだけ遠くの
高台（北区の外）へと
避難する。

・知人や親族などの家、
民間の宿泊施設などに
早期に避難する。

次
に
推
奨
す
る

避
難
先

北区内の高台にある
避難場所に避難する。

・公共交通機関の運休な
どにより、遠方へ避難で
きないときに実施。

・避難場所ではスペース
や水・食料などの物資が
限られているため注意が
必要である。

（1）避難先の考え⽅
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４.基本方針の重要なポイント②

（1）避難先の考え⽅

避難先の考え方 留意事項

や
む
を
得
な
い
場
合

の
み
実
施

高台へ移動する時間的な余裕がない場合に限り、
堅牢で高い建物※の上階に避難する。
※ｺﾝｸﾘｰﾄ、重量鉄骨造など

・時間的な余裕がないとき以外は、実施しな
い。

・雨風が強くなってから移動することは危険
なため、注意が必要。

・仮に、マンション等に避難できても、数週
間もの間、水・食料・電気などが無いなか
で滞在しなければならなくなるため、やむ
を得ない場合を除き、実施しない。
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４.基本方針の重要なポイント②

① 浸水継続時間が2週間以上の区
域が大部分である。

② ライフラインが停止する可能性
が高い。

③ 他区も同時に被災する可能性が
高いため、救助が円滑に行われ
ない場合がある。

避難生活が長期化したときの問題点 イメージ
図

（２）マンションなどの上階避難の危険性
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４.基本方針の重要なポイント②

（3）荒川の氾濫を想定した避難場所
水害発生のおそれが高まった際、予想される河川の氾濫や規

模に応じて、次のどちらかの避難場所を開設します。

【想定する災害】

 荒川の氾濫
 石神井川・新河岸川等の氾濫
 土砂災害（がけ崩れ）
 上記の複合的災害
 建物の浸水

【想定する災害】

 石神井川の氾濫
 土砂災害（がけ崩れ）
 建物の浸水

Ａ．高台水害対応避難場所 Ｂ．水害対応避難場所
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※北区では、現在「高台水害対応避難施設」の増設に向けた取り組みを進め
ています。
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４.基本方針の重要なポイント②

Ａ．高台⽔害対応
避難場所

≪参考≫ 北区ニュース水害特集号から抜粋



５.基本方針（その他）

基本⽅針1.⾃⽴して避難しましょう

Ａ．高台水害対応避難場
所
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基本⽅針4.本当に必要な⼈のために、⾞避難は避けましょう。
基本⽅針5.誰ひとり取り残されないようにするために、

周囲の⼈に手を差し伸べましょう、
差し伸べてもらえるようにしましょう。

「基本方針1」より抜粋 「基本方針4」より抜粋
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地区の基本データ（王子）
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地区の基本データ（王子）
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地区の基本データ（赤羽）
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地区の基本データ（赤羽）
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地区の基本データ（赤羽）
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地区の基本データ（滝野川）
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順位 洪水最高水位時刻 最高水位 時刻

1 昭和22年9月カスリーン台風 A.P.＋8.60ｍ S22.9.16 04:00

2 昭和33年9月狩野川台風 A.P.＋7.48ｍ S33.9.27 14:00

3 令和元年東日本台風 A.P.+7.17m R1. 10.13 09:50

4 平成11年8月熱帯低気圧 A.P.＋6.26ｍ H11.8.15 10:00

5 平成19年9月台風第9号 A.P.＋5.09ｍ H19.9.7 20:00

（参考）

●主要洪⽔（戦後）の最高⽔位（岩淵⽔門（上）観測所）


