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王子地区、赤羽地区、滝野川地区で開催しましたワークショップで、
皆様に議論していただきました「地区の避難の課題」と「その解決策」について
発表していただきます。

令和元年東日本台風通過直後の荒川の様子
（荒川下流河川事務所提供、令和元年10月13日撮影）
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はじめに

発表順 地区名 字名 発表者

１ 滝野川地区 昭和町
（栄町）

住民代表：栄町親和会

２ 王子地区 堀船 住民代表：堀船三丁目町会

３ 赤羽地区 神谷 住民代表：神谷二丁目南町会

４ 上記３地区 上記以外 （株）建設環境研究所



令和元年東日本台風通過直後の荒川の様子
（荒川下流河川事務所提供、令和元年10月13日撮影）
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１．滝野川地区 昭和町（栄町）

ワークショップ成果

栄町親和会



管轄町丁 滝野川、西ヶ原、栄町、上中里、中里、昭和町、田端新町、東田端、田端

地域特性 ・東地域＝浸水想定区域（赤点枠）、西地域＝非浸水想定区域
・武蔵野台地と荒川沿岸の低地（氾濫原）の境にあり、起伏が激しい。
・JR京浜東北線を境に、東地域と西地域に分かれる。
・北西から南東に明治通りが通っている。

避難時の課題 ・飛鳥山（滝野川東）に移動する際は階段利用となり、車イス使用者等の通行が困難な可能性がある。
・鉄道を横断する避難経路（車両通行可）が少なく、渋滞する可能性がある。

凡例
避難経路（歩行者専用）
避難経路（車両通行可）

１ 滝野川地区の特徴
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荒川

東側が
浸水想定区域



日時 令和2年10月6日（火）18時30分～20時30分

参加地区 栄町、昭和町、上中里、東田端、田端新町の住民21名

２ 滝野川地区ワークショップのようす
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話し合いのようす それぞれの立場から情報
共有を行った

全体発表のようす



３ 栄町住民の考える避難の課題と解決策
（10/6滝野川地区ワークショップより）
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避難の課題 解決策

避難
準備

・早めの避難が必要な方を把握できていない（町会の
要配慮者名簿は町の民生委員3名が管理しており、
個人情報の観点から一般には公開されていない）。
⇒普段見慣れていない名簿を、災害時にいきなり使
いこなすのは難しい。
⇒個人情報をどこまで開示するかという課題があ
る。
・台風がくる前日に避難がしたくても、警戒レベル１～
２の段階では地区の避難所が開いていないため、避
難ができない。
・どの地区の住民がどの避難所に行けばいいか、ハ
ザードマップ等に明示されていない。
⇒自分たちの行くべき避難所がどこかわからない。

・普段から近所同士でお互いの状況を把
握し、助け合う体制をつくる。

・要配慮者に関しては、避難時に誰が誰を
支援するのかを事前に決めておく。

・高齢者が多いため、若い人の力が必要。
町全体で若い世代を巻き込んでいく。

判断 ・荒川氾濫の場合は、地区の指定避難所もすべて浸水
する想定になっているが、その事実を知らない住民
が多い。
⇒荒川氾濫時も、それ以外の河川の氾濫時と同じよ
うに指定避難所に避難すればいいという誤解が生
まれている。

・「荒川氾濫＝高台避難（避難所避難は
×）」というルールをもっと何度も広報す
る。
⇒北区発行の広報誌（北区ニュース）に
掲載するだけでは住民には浸透しない。
・町内所有の広報車を活用して、早い段階
から住民に避難を促す。



３ 栄町住民の考える避難の課題と解決策
（10/6滝野川地区ワークショップより）
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避難の課題 解決策

移動 ・避難経路が少ないため、車での避難は渋滞に
巻き込まれる危険がある。

・車で避難するとした場合、車を停められる避
難先がどこかわからない。
⇒車で避難する人達が、駐車場のある避難場
所に一斉に集まってしまうのではないか。

・車での一斉避難を避けるため、レベル1～2の
段階で（公共交通機関が運休する前に）公共交
通機関を利用して避難するように呼びかける。

・車での避難は避けるよう呼びかけつつ、車で
の避難がやむを得ない人たちのために、レベ
ル1～2の段階で「車で避難するなら今！」と広
報する必要がある。

経路 ・高台への避難経路が少なく、車で避難ができ
ない。



４ ワークショップを通して気づいたこと
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○荒川が氾濫すると、避難場所の受入可能人数＜＜＜避難者数となる。
⇒区内の避難場所の受入可能人数が約５万人なのに対し、避難者数は２０万人もいる。
⇒北区外に避難する必要があることを知らない住民が多い。
⇒受入可能人数が不足する理由として、北区は高台が少なく、荒川氾濫時に開設でき
る避難場所が少ないため。



４ ワークショップを通して気づいたこと

9

○避難場所には「Ａ 高台水害対応避難場所」と、「Ｂ 水害対応避難
場所」の２種類があり、荒川氾濫時に避難できるのはＡのみである。
⇒荒川が氾濫すると、Ｂには避難できないことを知らない住民が多い（北区の広報誌

「北区ニュース」にも掲載されているが、浸透していない）。
⇒令和元年台風１９号のとき、 Ｂである堀船小学校に避難しようとした住民がいた。

A 高台水害対応
避難場所

B 水害対応
避難場所

想定
され
る
災害

・荒川の氾濫、新河岸
川の氾濫、隅田川の
氾濫、石神井川の氾
濫
・土砂災害（崖くずれ）

・石神井川の氾濫
・土砂災害（崖くずれ）

開設
条件

・荒川氾濫のおそれが
あると判断した場合
・浸水の危険の少な
いエリアに所在して
いる避難場所（区内
22箇所のみ）

・石神井川の氾濫や土
砂災害の発生が想定
される場合
・被害の発生が懸念さ
れる場所の付近に所
在している避難場所

↑「北区ニュース」に掲載されている「A 高台水
害対応避難場所」のマップ



４
滝野川地区の避難経路
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荒川

東田端～田端を結ぶ
「新田端大橋」「田端ふれあい橋」１

ワークショップを通して気づいたこと



４
滝野川地区の避難経路
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東田端～田端を結ぶ
「新田端大橋」「田端ふれあい橋」１

ワークショップを通して気づいたこと



４
滝野川地区の避難経路

12

荒川

上中里２丁目～上中里１丁目を結ぶ
「車坂跨線橋（くるまざかこせんきょう）」２

ワークショップを通して気づいたこと



４
滝野川地区の避難経路
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上中里２丁目～上中里１丁目を結ぶ
「車坂跨線橋（くるまざかこせんきょう）」２

ワークショップを通して気づいたこと



４
滝野川地区の避難経路
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荒川

上中里２丁目～上中里１丁目を結ぶ跨線橋
※車通行不可３

ワークショップを通して気づいたこと



４
滝野川地区の避難経路
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上中里２丁目～上中里１丁目を結ぶ跨線橋
※車通行不可３

ワークショップを通して気づいたこと



４
滝野川地区の避難経路
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荒川

栄町～西ヶ原を結ぶ跨線橋
※車通行不可４

ワークショップを通して気づいたこと



４
滝野川地区の避難経路
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栄町～西ヶ原を結ぶ跨線橋
※車通行不可４

ワークショップを通して気づいたこと



４

滝野川地区の避難経路

18

荒川

堀船1丁目～王子1丁目を結ぶ跨線橋
※車通行不可５

ワークショップを通して気づいたこと



４
滝野川地区の避難経路
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堀船1丁目～王子1丁目を結ぶ跨線橋
※車通行不可５

ワークショップを通して気づいたこと



４

20

○警戒レベル・避難情報の意味を知らない住民が多い。

ワークショップを通して気づいたこと



５
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町会内での意見交換（ワークショップ後）

①要支援者の情報共有について
⇒普段から近所付き合いがある人はいいが、そうでない人には非常時の情報公開の

了解を得ておく。

②要支援者の避難について
⇒特定の方に支援を頼むのは荷が重いため、近隣同士で「要支援者がここに住んで

いる」と共有するのが大事 ⇔ 個人情報保護が壁。
⇒高台への移動は現実的に不可能。高台以外に避難できないか？

④行政の工事について（疑問）
⇒北区・都は、現時点で氾濫しそうな場所を把握出来ているのか。また、補強工事を

やる予定はあるのか。
⇒栄町７番地で工事しているような貯水槽を、荒川上流に作る予定はあるのか。

③避難支援者の人員不足について
⇒避難通路に誘導員を配置するのは難しい。消防団も人が足りない。
⇒町会も高齢化している。



５
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町会内での意見交換（ワークショップ後）

⑤地区での浸水深の認知について
⇒地区での浸水時に想定される浸水深が分かるような工夫を北区に実施して欲しい。

拡大

浸水深の表示



令和元年東日本台風通過直後の荒川の様子
（荒川下流河川事務所提供、令和元年10月13日撮影）
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２．王子地区 堀船

ワークショップ成果

堀船三丁目町会



地域特性 ・北側が隅田川に面している。
・西側において石神井川が南北縦断している。石神井川が氾濫した場合は王子方面へと移動することが
困難である。

・平均浸水深が3.0mである。また、比較的平屋建ての家屋が多い。

避難時の課題 ・車両が通れる避難経路が少ないため、王寺駅方面及び明治通りの渋滞が予想される。
・石神井川が氾濫すると、使用可能な道路が変わる。
・飛鳥山へと避難する際は階段を利用するため、車イス使用者等の通行が困難な可能性がある。

凡例
避難経路（歩行者専用）
避難経路（車両通行可）
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石神井川

隅田川

荒川 堀船全体が
浸水想定区域

１ 堀船の特徴



日時 令和2年10月13日（火）18時30分～20時30分

参加地区 豊島、十条台、堀船、東十条、王子の住民38名

２ 王子地区ワークショップのようす
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話し合いのようす それぞれの立場から情報
共有を行った

全体発表のようす



３ 堀船住民の考える避難の課題と解決策
（10/13ワークショップより）
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避難の課題 解決策

避難
準備

・スーパーやホームセンターが混雑する。
・避難支援を希望する人、又は必要な人の
把握が出来ていない。
・マイタイムラインを知らない方が多数い
る。
⇒最大浸水深が5mという想定が伝わっ
ておらず、浸水が始まってから避難を始
める人がいる。
⇒荒川の氾濫リスクが自分ごとになって
いない人が多い。
⇒高層階居住者は、2週間以上に及ぶ浸
水期間中、ライフラインが停止することに
対する危機感が不十分。

・日頃から避難時に必要なものを常備しておく。
・町会、自治会単位の名簿を作成しておく。
⇒事前に避難希望者を集めておく。

・小中学校で防災教育を行うと共に、生徒を通して親
に高台避難を意識づける。
・荒川氾濫時の避難場所について、町会役員は知って
いるが、一般の人は全く知らないため、継続的な啓
蒙を行っていく。
・誰がどこの避難場所に行くか、あらかじめ指定する。
⇒荒川氾濫時にも堀船小・中学校を開放してもらう
ため、事前に学校と協議を行う。
・高台の避難所を運営する町会との交流を行う。
・荒川氾濫の現実性を繰り返し伝えることや、映像を
使って、氾濫時に起こり得ることをリアルに伝えるこ
とで、住民に危機感を持たせる。



３ 堀船住民の考える避難の課題と解決策
（10/13ワークショップより）
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避難の課題 解決策

判断 ・避難情報や避難場所情報の伝達方法がない。
⇒防災無線が聞こえづらい。
⇒高齢者はスマホを持っていない人が多いの
で、必要な情報を入手しづらい。

・警戒レベル3の時に高齢者（希望者）に避難開
始の伝達をしていく。
・避難判断は北区の指示に従う。
・マイタイムラインを各自作成して、避難時の行
動を想定しておく。

移動 ・荒川氾濫時に要支援者の避難のサポートをど
うするか決まっていない。
⇒避難場所への移動が困難な高齢者への対応、
同居人や近隣住民等の避難支援をしてくれる人
がいない人への対応など課題が多い。

・移動困難な方々の個別対応を町会単位で
行っていく。

経路 ・道路の浸水などにより、線路より東側から西の
高台への移動経路が限られている。
・荒川より石神井川の氾濫の有無の影響が大き
く、それにより避難する経路が変わってしまう。

・警戒レベルに応じた避難経路を、事前に各自
で確認しておく。
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４ ワークショップを通して気づいたこと

施策提案➊
避難場所の案内表示の最新化

施策提案➋
建物や電柱に想定浸水深標識を掲示

○荒川が氾濫する可能性が認識されていない。
⇒荒川の氾濫に対する住民の危機意識が低いため、まずは「恐怖の認識」を持っても

らう施策が必要。
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４ ワークショップを通して気づいたこと

○荒川の氾濫により引き起こされるリスクが知られていない。
・荒川が氾濫する段階では、石神井川も氾濫している可能性がある。
・堀船地区内のすべての避難施設が浸水するため、地区外に避難するしかない。
・浸水継続時間が長期に渡るため、垂直避難はリスクが高い（※）。
・全員避難者になるため、町会が住民をフォローできなくなる。

（※）垂直避難をした場合のリスク
●食料が切れるかもしれない
●停電になり電気が使えない
⇒冷蔵庫が使えない（食料がダメになる）
⇒暖房や冷房、空調設備が使えない
⇒携帯電話の充電ができない
⇒携帯電話の基地局のバッテリーが切れ
て通信不能になるかもしれない

●風呂・トイレが使えない、洗濯できない
●ネットやテレビからの情報収集ができない
●ゴミの処理ができない
●常備薬が切れるかもしれない
●病院に行けない

北区の浸水継続時間は

２週間以上！
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４ ワークショップを通して気づいたこと

「ミネルヴァのフクロウは夕暮れに飛び立つ」
ー哲学者・ヘーゲル



令和元年東日本台風通過直後の荒川の様子
（荒川下流河川事務所提供、令和元年10月13日撮影）
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３．赤羽地区 神谷

ワークショップ成果

神谷二丁目南町会



地
域
特
性

・東側が隅田川に面している。
・隅田川の近くに住んでいる場合、高
台まで距離がある。

・近い高台（西方面）は赤羽西地区と十
条台地区である。

避
難
時
の
課
題

・赤羽西方面・十条台方面への避難渋
滞が予測される。

・環状7号線は足立区からの避難者の
流入が予想される。

・地下道（清水坂地下道、井頭地下道）
を利用する場合は大雨による冠水に
注意する必要がある。

１ 神谷二丁目南町会の特徴
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荒川荒川

凡例
避難経路（歩行者専用）
避難経路（車両通行可）



日時 令和2年10月21日（水）18時30分～20時30分

参加地区 神谷、志茂、赤羽北、赤羽、浮間の住民39名

２ 赤羽地区ワークショップのようす
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話し合いのようす それぞれの立場から情報
共有を行った

全体発表のようす



３
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神谷住民の考える避難の課題と解決策
（10/21ワークショップより）

避難の課題 解決策

避難
準備

・要支援者の対応をどうするか。
⇒町会で要支援者のリストがないため、どう
やって把握するか。

・地域住民の防災意識の徹底をどうするか？
⇒北区ニュースを見ていない、垂直避難で
大丈夫と考えている。
⇒町会役員として会員への呼びかけはどう
すればよいのか。

・まず家族と常に話し合っておく。
・防災用品は準備しているか。
⇒水害時は何を用意する？最低限必要な荷
物は？（ex.常備薬、現金、メガネ、保険証、
携帯電話、雨合羽 等）
⇒帰宅後の生活用品の安全確保。

・要支援者の対応（支援担当者、連絡方法、避難確
認方法）を決めておく。
⇒要支援者名簿を災害時のみ活用できるよう
に許可してほしい。
⇒安否確認手段として「無事です」の旗出し実施。

・一人暮らしの高齢者を町会で把握する。
⇒各班の責任者にお願いする。

・デイサービス等を利用している人はデイサービ
スに避難できるようサービス方法を検討してお
く（会社側）。

・町会員への呼びかけのため、連絡網を作成する。

・警戒レベル2から避難準備を開始する。
・避難場所を決めておく。
・高層ビルと提携し、避難の受け入れ体制を整え
ておく。
・帰宅後の生活物資を2階の押入・箪笥の上等、
高い場所に確保しておく。



３
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神谷住民の考える避難の課題と解決策
（10/21ワークショップより）

避難の課題 解決策

判断 ・テレビ、ラジオからの情報→町会長宅の区から情
報→隣近所に声掛けする。
・メール等を利用しない年配層はどうなるのか。
・高齢者と同居しているため、早めの判断も難し
い！ホテルや避難場所に移動する判断がつかな
い。

・町会としては高台の方に避難しなければならな
いので、まず経路に沿って避難。
（避難の声掛け⇒避難準備⇒避難場所に向けて
出発 までの所要時間は、およそ３時間）

移動 ・要支援者の自力避難が困難。
・高齢者にとって、荷物を持って高台まで徒歩で移
動するのが負担。

・避難時は家族、地域の皆さんに声掛けし、集団
で移動する。

経路 ・自分自身の経路から今後町会として避難経路図
を作っていくのが課題。

・町会で避難経路図を作成準備中。
・町会員全世帯に配布したい。
・神谷二丁目南町会としての避難経路
1.平和橋（環七）～十条方面
2.東十条駅北口～十条方面
3.東十条駅南口～十条方面

その
他

・ペットの保護。
・働いている世代とは交流がない。
・町会役員自身も年齢が高い。
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４ 町会で実施している取り組み

取り組み➊
無事を知らせる「無事です」シートの活用訓練

○定期的な防災訓練
⇒これまで町会では、地震・火災が中心の防災訓練を定期

開催してきた（表彰経験あり）。
⇒今後は、これまでの防災訓練で培ったノウハウを水害に応

用して、防災訓練を実施していく。

取り組み➋
避難場所や浸水深の案内板の掲示

「東京防災隣組」第一回認定式のようす
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４ 町会で実施している取り組み

○水害に備えた避難経路図の作成
⇒役所の対応を待つのではなく、高台までの経路と時間を掲載した独自の避難経

路図を作成している。
⇒将来的には町会員全世帯に配布を目指したい。

神谷二丁目南町会

西が丘小学校

赤羽台西小学校



「向こう三軒両隣」
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５ 今後の課題

○要支援者の対応をどうするか
⇒要支援者が町内のどこに何人いるか、いざという時に

誰が誰を支援するか等、要支援者の避難行動を支援
する体制・仕組みがない。

⇒個人情報保護の観点から、町会内で要支援者名簿を
共有できないことも原因のひとつ。

○働いている世代と交流がない
⇒町会役員の高齢化・・・防災訓練に若い世代を巻き

込んでいく必要がある。
⇒住民同士がコミュニケーションを図る場を提供したい。

（例：柏木神社のお祭り；豆まき・七五三）

北区

町会長

部長 部長 部長

住民 住民 住民…

…

▼現在の連絡体制イメージ



令和元年東日本台風通過直後の荒川の様子
（荒川下流河川事務所提供、令和元年10月13日撮影）
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４．その他地区の主な意見

（株）建設環境研究所



１ その他地区住民の考える避難の課題と解決策
（滝野川・王子・赤羽地区のワークショップより、主な意見の抜粋）
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避難の課題 解決策

避難
準備

・一人暮らしの高齢者が多い。
・要支援者への対応が決まっていない。
・町会の要支援者名簿は、個人情報保護の
観点から町会内で共有されていない。

・最寄りの避難場所を把握していない。
・避難場所が近くにない。

・住民の防災意識が低い。
・垂直避難すればいいと思っている住民が
多い。

・近所の人との関わりが少ない。

・要支援者の対応を決めておく（誰が誰を支援する
か）。
・要支援者名簿の共有（希望者を募る等）。
・デイサービスや老人ホームとの連携強化。

・避難経路に最寄りの避難場所の案内板を掲示。
・実際に避難場所まで歩いてみる訓練の実施。
・垂直避難施設（高層マンション等）と提携。
・避難場所の確保・拡充。

・防災教育の実施。
・水害訓練の実施。

・住民同士が交流する場を設ける。
・高台避難を運営する町会と交流する場を設ける。



１ その他地区住民の考える避難の課題と解決策
（滝野川・王子・赤羽地区のワークショップより、主な意見の抜粋）
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避難の課題 解決策

判断 ・避難情報や避難場所情報の伝達方法がない。
・避難開始のタイミングがわかりにくい。

・防災無線が聞こえづらい。
・高齢者等の情報弱者が存在する。

・避難訓練を行う。
・マイタイムラインを作成する。

・防災無線の音量を上げる。
・町会単位・世帯単位で防災無線を設置する。
・町会で広報車を運用する。

移動 ・高台・避難場所が遠い。
・足の悪い人、高齢者の徒歩移動が困難。
・移動方法が無い人が多い。

・要支援者の避難場所までの移動についてデイ
サービスや福祉施設と協力する。
・要支援者向けに、避難場所までの送迎バスを用
意する。
・渋滞する前に、早めに公共交通機関もしくは車
を使って避難する。

経路 ・避難場所まで坂が多く、道路が狭い。
・避難場所まで橋を渡らなければならない。
・低地に下水があふれる。
・自動車の通行が困難になる。
・避難経路の不足。

・町会ごとに避難所まで歩いてみる（車椅子も実
際使ってみる）。

その
他

・避難場所の運営について決まっていない。
・近隣地区から避難してきた人への対応が明
確でない。

・避難所でのリーダーを決め、役割分担を決める。
（町長会議などで話し合う）
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