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〈水に関する施策一2)

都市河川の水害とその背景

高秀秀信

1. まえがき

最近 「都市河川｜」とL、う言葉がよく使われ，建設省において も，本年4月

1日より河川局治水課に都市河川対策室，土木研究所河川部に都市河川研究

室が設置された。本文では，ここ数年，都市河川が急激にクロ ーズアップさ

れてきた背景と問題点について考察をすすめる。なお意見にわたる部分は私

見であることをあらかじめおことわりしておきたい。

近年の産業，経済のめざましい発展に伴う都市への人口集中は今更述べる

までもないが，この結果都市地域は急激に発展開発され，都市施設たる河川

の環境もまた急激に変化してきた。も ともと河川は，洪水とか，なにか有事

のときに市民にその存在を認識されることが多 く，常時は道路等と異なり，

機能そのものが意識されない性格のものである。

昭和30年代の都市における河川は，高速道路の建設にみられる よう に，用

地補償費等の安い土地の存在として取り扱われたり，臭し、から埋めて仕舞う

等のじ宇ま物としての扱いをされた例が多かった。しかしながら昭和30年代

後半から昭和40年代にいたるや，都市部における浸水被害は激増し，また以

下述べる都市における常時の河川の機能の再認識が行なわれ，都市の発展と
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調和のとれた河川事業の実施が強く要請されるよ うになってきた。

そもそも河川の機能とはなにかを考えてみる。 通例河川といえ：Z，洪水を

安全に流下させる治水機能と，上，工水道，農業用水等の各種用水の水源と

しての利水機能力丸、われるが，最近は河川の存在そのものたる 〈緑と水と広

さ〉が市民生活：こ与える（うるおし、）を河川の第 3の機能と いっている。仮

りに自然機能と名付けると最近都市においては河川｜の治水機能とともに，こ

の自然機能が再認識されてさてL、る。

現代の都市生活における河川の姿は，きれし、な水も，美しい緑もな く， う

すよ こeれた石積や コン クリ ー トの聞を，コ、ミを浮かべ，ア ワを立て， 真黒な

水が流れる巨大な ドブであ り，そしてひとたび雨が降るとたちまち溢水し，

家を街を水びたしにしてしまう 始末におえない河川にな ってL、る。

最近になってよ うや く，都市河川に関するいろいろな問題が取りあ：ずられ

るようになってきたが，これは次の 2つに大別される。

( 1 ) 洪水による都市災害の激増

( 2) 河川環境の劣悪化と高水敷利用

以下都市河川の水害とその背景について述べ，水質汚濁等河川環境の劣悪

化と高水敷利用の問題については別の機会に述べること とする。

2. 都市河川の範囲

通例，都市河川とは「都市；こ係わる河）I IJということになろう が，現在，河川

局において都市河川として取り扱っているのは，河川法の適用される 1級河

川および2級河川のう ち，人口集中地区人口が 3万人以上の都市（昭和40年国

勢調査によると201都市， 295地区〉において，その地区内に係わる河川の区間お

よび当該河川のはんらんにより直接的にその地区が被害を受ける ことが想定

される河川の区聞を対象としている。このほか 100 ha以上の大規模宅地開発

およびこれに類する特定の計画（現在では万国博覧会，新東京国際空港および研究

学園都市の計画等）に直接，間接に関連する河川の区間も都市河川の分類に含

めて取扱っている。

なお， 昭和 40年の国勢調査において， 人口集中地区 （D.l.D.Densely Inhabited 

District〕とは市区町村の区域内で人口密度が lkm2に当り ，約 4,000人以上の

人口密度の調査区がたがし、に隣接して， 人口が 5,000人以上となる地域をい
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い，これに広大な工場地域，都市公園，学校，神社，仏閣などのある調査区

が隣接している場合などにはこれらを含むものとしている。

以上はあくまで都市河川対策の予算処置上からのとらえ方であり，広い意

味の都市河川としては， 1級河川， 2級河川の河川法河川の区間の外，現在

一番問題と なっている，準用河川，普通河川の河川区間もまた含めて考えてい

る。 しかしながら，以 tの定義では既成市街地に係わる河川が中心となり ，

これまた問題となっている開発地区の河川区聞がはいってこなくなる。ι、わ

ゆる都市の動的発展をとらえねばならないので，現在，都市河川対策室にお

いて，これらの問題も含め，都市河川の範囲について，きめ細い定義をつく

りつつあり，これには，洪水対策のほかに，前述した河JI／の自然機能，都市

住民の憩いの場として河川｜も範囲に入れるよう考えている。今後，建設省の

都に市局おいてすすめられてL、る新都市計画法に基づく市街化区域が設定さ

れると，都市河川の定義も自ら定まってくるものと考えられるが，この作業

は l,2年後になる予定なので当分，上記の案でまとめられることになろう。

3. 都市化の進行と水害の増大

洪水による都市災害の激増は大きな社会問題となっているが，これを大別

すると次の 3つになる。

（ィ） 開発行為による災害

（ロ）既成市街地の災害

村地盤沈下による内水災害

( l ) 開発行為による災害

近来の都市への人口集中の結果，必然的に都市およびその周辺には，住宅

の建設が盛んに行なわれるようになり ，その数は年々 100万戸以上に及んで

いる。

これを首都圏についてみると，首都圏 532市町村（東京都23区と東京島部は

それそ

え2年連続70万人台の増加となつた。都県別で‘は，南関東 1＇都3県で増加人口

の93%を占め，人口の集中圧力はまだまだ南関東が高くなつている。しかし，

これまで東京の流入人口の 2大吸収地域であった神奈川県と埼玉県が前年の

伸び率をし、ずれも下回り，住宅適地の縮小を物語っており，半面首都圏では
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広大な面積をもっ千葉県が大規模な住宅開発と木更津，君津地区の工業化よ

り昭和41年以降 3.1%. 4.4%, 4.6%各増と激しい人口集中の波をかぶってい

る。また東京も郡部と練馬，足立， 江戸川，葛飾，世田谷など一部周辺区の宅

地開発により，前年対比 178,000人増加した。増加入口の 70% は市部と三多

摩で，これまで人口集中地区だった中野，杉並は鈍化しはじめた。

都心では人口減少区が一段とふえ，渋谷が減少に転 じたのをは じめ，都心

3区のほか，新宿，台東，墨田，大田，荒川，板橋が減っている。こうした

ドーナツ現象は， 横浜でも目立ち， 西区に加え， 中区が減少区になってい

る。南，北両関東の増加傾向を反映して，40～41年に 305あった減少市町村

が 41～42年には 248, 42～43年には 236に減った。逆に増加した市町村は

227 ' 284 ' 296と着実にふえている。これを地域的にみると，都心から30キロ

圏内のドーナツ地区はほぼ全面的に増加 している。

昭和40年の国勢調査をもとに推計すると， 42年10月 1日現在で周辺 3県か

ら23区内に通勤，通学する者は 108万人に及び，今後鉄道の整備により東京

えの通勤圏が拡大すればこの数はもっとふえ，東京都の推計では，昭和60年

；こは230万人も昼間人口がふくれあがる ことになっている。

これをさらに詳細にみてみると，42年10月1日現在の人口が40年の同期に

比べ減少したのは，千代田，中央，港，新宿，文京，台東，墨田，江東，品

川，目黒，大田，豊島，北，荒川の14区に及んでおり，特に千代田，中央区では35

年から42年までの 7年聞にそれぞれ 24.l %. 24.6% も人口が減少，都心の空

洞化現象を示している。一方周辺区でも練馬，江戸川， 杉並，足立，葛飾，

世田谷の各区は 3～10% の伸びを示レCL、るが，板橋，中野，渋谷の各区は

2年間の伸び率はわずか 0.3～0.9% にとどまっており，減少または停滞区は

都心部から周辺部にかけ急速に広がってし、ることがわかる。

これに対して都内で市郡部はほとんどの地域で増勢を続けており，多摩，

稲城，狛江の 3町では20～26%増，調布， 町田，小平の各市や福生，清瀬，

秋多の各町は16～19%増，府中，昭島，国分寺などの各市と大和，羽村，久留

米の各町は11～15%増となってL、る。 特に久留米町では35年と比べ2.7倍と

なっているほか，大和，清瀬，多摩の各町も2.4～2.5倍にふくらんでいる。

都内からの人口を受け入れる周辺 3県の市町村では神奈川県では相模原市

や座間，綾瀬，海老名の各町が22～27%増となったのをはじめ大和，厚木，
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藤沢などの各市は10～げ%増を示している。また埼玉県では春日部市の56%

増を筆頭に大里村（46.5%増），三芳村（46%増），富士見町 （43%増）の各町村が

急激な上昇を示しており，さらに新座町（36%増〉，足立町（20%増〕などの伸

びが目立っている。

千葉県でも市原市の44%増を筆頭に，習志野 （27%増），松戸〔17%増〉，千

葉（14%増〉， 柏 （14%増〉 となっている。これら急増市町村の人口をさ らにお

年と比べると埼玉県新座町で3.5倍，富士見町で2.8倍，草加市で2.5倍，神奈

川県相模原市で 2倍，座間町で 2.5倍， 海老名町で2倍， また千葉県松戸市

で2.2倍， 柏市で2倍，習志野市でl.9倍となっている。

このような人口急増市町村は市原市のような工業都市を除けばほとんど東

京のべ γ ドタ ウン として膨張したもので，松戸市や習志野市では全人口の20

%程度が東京への通勤者であり，浦和市でも就業者数の33%が都内へ通勤し

ており，都内への通勤，通学園は3県合計で約60市町村にのぼるとみられて

いる。

これら周辺3県の日本住宅公団の団地建設の状況をみてみると35年当時68

団地，約25,700戸だったものが， 42年10月現在で139団地88,600戸と団地数で

約2倍，戸数で約3倍の急増である。 しかも従来都心部から20～30キロ圏内

に限られていたものが， 最近は 50キロ圏まで足を伸ばし， l団地の規模も

4,000～5,000戸と大型化している。公団団地の建設を契機にその周辺には民

間業者の分譲住宅などがわんさと押しかけ，たちまち新しい町ができあがっ

ていくことになる （注 以 上は日本経済新聞社の資料によったものである〕。

これらの宅地開発は多くの場合，正陵地帯で行なわれ，市街地化，住宅地

化は，自然を変えることによってなされている。従来，山林 ・草地で覆われ

ていた地表面は一変し，流出率は大きく なっている。造成工事が施工され，

建物が建ち，舗装道路ができ，排水施設が整備され，保水力は小さくなり，

流出率が大きくなる。雨あがりの芝生は，相当時聞がたってもズック靴がび

っしょり濡れるくらい水を含んでいるが，舗装道路はひとたび日が照るとか

らからになるのでもわかるように，土地が裸になると降っただけの水は一時

に下流に集まり，閉じ雨量でも洪水にな りやすい理くつである。 また下水

路，側溝等が整備されると，洪水の流達時聞はL、ちじるしく早くなり，下流

部の洪水時の最大流量ははるかに大きくなって災害を助長するよう になる。
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建設省の土木研究所， 下水道研究室が行なったモデノレ試験地て’の流出係 数

は第 1表のとおりである。

また用途地域別のモデノレ排水区における実測の流出係数は第 2表の とお り

である。

用途地域別の流出係数は建ぺイ率によって変化するので建ペイ率を住 居地

域 0.2～0.6，工業および準工業地域 0.6，商業地域 0.7～1.0，緑地地域 O1 

とし，道路面積は各地域面積の20～30% とし， これは完全に舗装されているも

のと仮定し，緑地については未舗装の場合があるも のとして算定した値は第

3表のようになっている。

第 1：表 モデル試験値での流出係数

基礎 工 種

屋根 （カワ ラ）

コンクリ ー ト舗装道路

未舗装道 f細砂性

問 地 1シルト 性

芝を植え「細砂性

た裸地 Lシノレト 性

流出係 数

0.99守～ 日別5

0.979～ 0.882 

0120～ 0 034 

0.781～ 0.528 

0 

0.283～ 0.153 

考備

傾斜 30。
勾配 2% 

十分締め固めてある勾配2%

向上

締め固めはノレーズ勾配2%

同上

第2表 モテソレ排水区のi流出係数

用途地 区 名 I 最大の流出 係数

住

工

商

居

業

業

0.85 

0.59 

0.58 

調査都市名

名古屋 （田光〕

豊 橋

岐 阜

用途地 区名

第 3表 用途地区別i流出係数

実験値から計算した値 ｜ モテ’ノレ排水区の観測値から計算
｜ した値

イ主 居

工業及び準工業

商 業

緑地

0.36～ 0.95 

0.67 - 0.97 

0.96～ 1.0 

0.28《 d 0.86 

0.42～ 0.78 

0.68 - 0.78 

0 . 75 門~ 1.0 

0.37～0.50 

（注） 「雨天時下水の排除の合理化に関する調査」（43年 3月建設省土木研究所）
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宅地造成は正陵地帯だけでなく，急激な地価上昇のために，従来住宅地と

して不適とされていた河川付近の低湿地に少し手を加える程度で宅地造成を

行なっている例が多L、。今まで、は河川が未改修のため浸水の頻度が高く，農

耕地と してしか利用されていなかったとこ ろとか，あるいは降雨時に自然遊

水地域となっていたと ころが宅地化されているわけである。 昭和41年の 4号

台風による出水で埼玉県の新河岸川本川と柳瀬川の合流点で数百戸が床上浸

水 したが，これは新河岸川の改修規模が小さかったため霞堤にし，水を遊ば

せる地域で， しかも住宅の大部分は霞の入口に建っているのだから，出水が

あると，浸水するのが当 り前ということになる。これには河川管理者の側の

PRの不足もあるが，洪水の氾濫は， l年に l回あるいは数年に 1回の程度な

ので，外からはいってきてマイホームを建設しようと L、う人たちは危険性に

ついて十分の認識を得られないのである。 一方低廉な土地を求めるのあま

り，悪徳不動産業者のえじきとなっているのである。

新都市計画法では，その第 7条で次のように規定している。

「第 7条 都市計画には，無秩序な市街化を防止し，計画的な市街化を図

るため，都市計画区域を区分して市街化区域および市街化調整区域を定める

ものと’Fる。

2. 市街化区域は，すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年

以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。

3. 市街化調整区域は，市街化を抑制すべき区域とする。J

この第 7条の規定に基づき，新都市計画法附則第 3項の政令によって区域

区分を行なう こととなる都市計画区域は次にかかげる都市計画区域の予定で

ある。

い）首都圏の既成市街地および近郊整備地帯都市計画区域

（ロ） 近畿圏の既成市街地および近郊整備区域に係る都市計画区域

付 中部圏の都市整備区域に係る都市計画区域

（ヰ 次の区域に係る都市計画区域で，当該都市計画区域の人口が増加して

いる等の一定の要件に該当するものとして建設大臣が指名するもの

i ) 首都圏，近畿圏または中部圏の都市開発区域

ii) 新産業都市の区域

皿） 工業整備特別地域の区域
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（以上の都市計画区域の市町村は，2次，3次産業就業者が 5年間に 5,000人以

上増加しているもの，今後 5年聞に 2次， 3次産業就業者が 5,000人以上増加す

る見込みのものまたは 100ho以上の工業団地の開発が計画されているものまたは

市町村の中心部または工業団地から 10km以内の連接する近傍の市町村または住

宅団地，工業団地等の計画的開発の見込まれる市町村であるご）

iv) 人口 10万以上の市の区域

この都市計画区域に含める市町村は，人口が 5年間；こ 5%以上増加し，

または 2次， 3次産業就業者が 5年間に5,000人以上増加しているもの，

およびこれに連接する近傍の市町村（中心市の中心部から人口50万以下の市

ではおおむね 20km, 25～50万の市ではおおむね 10～15km，人口10～25万の市で

はおおむね8～10km内のもの），通勤圏内で都市的人口増の著しい市町村 （常

住通勤者の10%以上が母都市に通勤 しかっ 2'3次産業就業者数が5年間に30

%以上増加している市町村）または， 住宅団地， 工業団地等の計画開発の

見こまれる市町村とすることが適当である。

（ホ） ~ニ）のけから iv）までに係る都市計画区域と密接な関連のある都市計

函区域で建設大臣の指定したもの

以上の市街化区域の設定に当っては 「未だ市街化の進行していない区域で

あって，溢水，湛水，津波，高潮等による災害の発生のおそれのある区域お

よび当該区域を市街化することにより 他に溢水等の災害を発生させるおそれ

のある区域，ただし災害防除に関する必要な措置を講ずる場合を除く」等の

区域は市街化区域に含めないことになるので前述の事柄はかなり減少するこ

とになっている。このため市街化区域の設定作業に当たっては，河川管理者

としては，原案作成の段階から，治水投資の見透しをたて，積極的に意見を

述べ，庶民に迷惑をかけないように努力することが必要であるが，なかなか

厄介な問題となろう 。

土木研究所，水文研究室長の木下氏は土木技術資料？ー？で一都市化による

流出の変化」を水文学の立場から次のようにまとめている。

( 1 ) 都市化が流域に及ぼす影響

付） 気候の変化

都市ができると一般に気温が上昇する。これが水文現象にどのように影
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響するかは明らかでないが，雪が早く融けるのは北国の都市で見られると

おりである。

（司不浸透域の増大

屋根，道路舗装についてはいうまでもなし畑地から庭地になるため，

表面の上の空隙率が変化するという点も見逃せない。

付表面粗度の減少

林や畑地であった時には，地表面を流下する水に及ぼす抵抗は大きL、。

整地，舗装が進めば，粗度はし、ちじるしく減少する。

（ニ） 湛水域の減少

自然状態では大抵どこかに小さな水溜りはある。水の葉に霧のように滞

溜する水から，湖にたまる水まである，都市をつくればそのような部分は

減少する。

( 2) 河道に及ぼす影響

μ）河道粗度の減少

都市化するとそれまで蛇行，網流等自由自在に流れていた河川が直線水

第 1図根村橋計算流量

平］

量

m
／

l
町

200 

50」

ノ都市！と状態
／ 

= 150・－

量

ヅ1001-

6 12 18 2'1 凸 12

1966.6.28 三時
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路に改修され河道粗度が減少する。

（ロ） 河道貯溜の減少

流域の場合と本質的に区別はっきにくいが，この影響は大きい。

上記の結果，水文学的には，流出率の増大，洪水流下速度の増大， ピーク

洗量の増大となるとしている。なお木下氏は東京の石神井川 （流域面積48km2, 

旅路延長20km）について，昭和41年 6月28日の洪水の雨量データを用い，第 l

図のように自然状態（氾濫を許すとき）と都市化状態 （氾濫を許さぬとき）との比

較をしている。

流出率については昭和37年の航空写真より浸透域，不浸透域を区分して第

4表の値を求め，また狩野川台風と 4号台風の出水から実績の流出率を求め

ている。

以上の流出率の数値について次のように考察している。

「市街化の進行はつかめなかったが， 流域の変化は着実に進み， 一般に総

雨量が多くなるほど流出率は増す傾向にあることを考慮すると，流出率は近

年増してきたといえる。もし全域が都市化してしまえば， 流出率は l.Oに近

い値となるから，現在の 2倍近い流出率になる」。

また次のような仮想、モテソレ流域について側溝敷設の影響を考察している。

「モテル流域 l ,000 m×1.000 mの正方形

平均勾配 1/500 組度係数 n=0.01 

辺 ABが高く，DCが低く，その上Aから Bへ， Dから Cへと傾いていると

第4表浸透域， 不浸透域の比率 （昭和37年）

商 F責 百分率

域

域透

透

計浸

浸

不

26.73 km' 56 

44 

100 

21.25 

47.98 

第5表洪水の 流 出率

｜総雨量 ｜ピーク流量 流出率

昭和33年9月初日（伊勢湾台風〕 399mm 10am'1s 0.50 

昭和41年6月28日（ 4号台風〕 258 112 0.52 
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する。Cで流量を比較する。自然状態ではAD A 

に平行に水が流れ， DCに沿って敷設された排

水溝により水はCに集まる。都市化の場合は

ABに平行に側溝をlO本設けたとする。 {Ill］溝の

水はBCに沿っ た排水溶に集められCへくる。

したがって都市化による不浸透域の増加の

影響は入れていない。

。ここに雨量強度 （有効雨量） 20 mm/hrの雨が

20分続L、たとしたときの比較は第2図のとお

りとなり， ピークがより早く， 第 2図 側溝の影響

より高く現われてし、る。 雨量強度

( 2 ) 既成市街地の災害 5 

これらの上流地区の形態の変

イ七の影響．をうけて下昔Itの既成市 μ
2型

街地は，少しの降雨でも浸水の 旦

被害が出やすくなっている。 rn-
〆 2

これを東京都の資料 でみる s 自？l;;!A$

と，野川，仙川，北沢川， 鳥山

川 （以上世田谷区），石神井川 （練 。
馬区〉， 千住堀， 西新井場， 東

B 

r 

" 

堀，西堀 （以上足立区）について昭和33年 9月の狩野川台風と昭和 41年 6 月

の台風 4号の浸水面積 lha当りの浸水家屋を比較してみると，世田谷区で

は，昭和33年には降雨量 277ミリ， 浸水家屋 12.8棟であったのが， 41年には

降雨量293ミリ，浸水家屋は20棟と 1.6倍となっている。練馬区では400ミリ

の降雨量で浸水家屋 10.5様であったのが， 235ミリの降雨量で浸水家屋19棟

となっている。さらに下町の足立区になる と342ミリ の降雨量で 30棟が浸水

していたのに対し，235ミリの降雨量で87棟もの浸水を招いている。

この数字をみても分かるように，降雨量が少ないのに浸水家屋は増加する

といった結果になっており，都市河川の流出量が増えていることと，はんら

ん区域内の家屋が増加していることを示 しており，この両者が相まって都市

地域の災害を増加させている。
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昭和43年度に建設省河川局河川計画課が埼玉県および愛知県の協力を得て

「都市河川水害のアンケー ト調査」を実施したが， 上述のことについてかなり

参考になるので，以下関係する部分について調査結果を紹介する。

i ) 埼玉県の調査地区としては県南の浦和市で 1級河川，荒川｜の左支川芝

川の第 2次支川藤右エ門川流域の住宅，事業所約 973軒を対象とし，浦和市

市民部を通じてアンケート調査を行ない，アンケー トの回収率は約80%であ

った。

当該地区は東京に隣接し，急激な人口増をみている地区で，宅地の開発が

浦和台地から次第に河川付近の低湿地について行なわれているところであ

る。

品） 愛知県の調査地区としては，日光Jllの上流部の 49.6km2の地域で3一

宮市 28.8km2，尾西市 12.3km2および木曽川町 8.5km2である。当地区は古く

より織物の産地として有名であるが，低湿地で毎年水害を受けてきた。

当地区は名古屋市と岐阜市のほぼ中間に位置し，国鉄新幹線，名神高速道

路，東海道本線，国道22号線と交通にめぐまれ，名古屋市に数十分の距離に

ゐり，ますます発展する都市である。

調査は一宮市206戸，尾西市100戸，木曽川町内戸を選び，関係市町村の協

力のもとに実施した。

皿） 調査結果は第 6表のとおりである。前述のごとく，多くの人が低湿地

に宅地を求めていることが分かるが，埼玉県にしろ愛知県にしろ，入居前に水

害を受け易いかどうかはほとんどの人がはっきり分からないで宅地を求めて

いる。埼玉の81.7%，愛知の64.5%の数字が如実に示している。また入居後，

埼玉83.5%，愛知 66.9% の人が水害をうけていることと， 埼玉 77.4%，愛知

77. 8%と期せずして一致した割合の人たちが 1.0m未満の盛土しかしていな

いことから 1.0m程度の盛土では水害を防げないことを示している。

さらに埼玉の場合は過半数の人が最近水害を受ける回数が多いと感じてお

り，都市化の影響を肌で意識していることを示している。

( 3) 地盤沈下による内水災害

最近の都市の水害で見逃すことのできないのは地盤沈下による内水災害で

ある。

東京都の調査によると42年末で江東地区の標高が干潮時の海面より低い地
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刈 で 「

域，いわゆる「ゼロメートノレ地帯」は41年末の 24.5km2から 2.1 km2ふえて

26.6 km2になっており，また満潮時の海面より低い地域の面積は 114.8km2で

東京都区部面積の 6分の lにも達している。

地盤沈下の傾向を年間 10cm以上低くなった地域の面積でみてみると，36

年の 74km2から 39年の 42km2, 41年の 12km2と年々減っていたが42年には

18 km2と6年ぶ りに増加している。この傾向を各地区の地盤沈下の度合でみ

ると，沈下量が前年の沈下量よりふえたところは， 江東地区に多く水準点の

数で41年の 8点から42年には51点へと増加し，逆に沈下量の減った水準点は

77点から40点へと減少している。荒川以東でも同 じ傾向がみられる。域北の
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板橋区，練馬区で増加がみられる。

一方地盤沈下は東京に隣り合わせる千葉，埼玉でもこ の2年間：こし、ちじる

しく，特に埼玉県では都内城北地区に隣接する川口， 戸田，浦和， 蕨市や荒

川以東につながる草加市など激しい地盤沈下を示している。

大阪の寝屋川流域も年々 10cm以上の沈下が進行している。

このよ うな地盤沈下地域では， 地盤が海面または河川の水面よ り低くな

り， ほんのわずかの降雨でもポンプによって川へ吐き出さなければならなく

なっている。

ここで忘れてな らないことは，地盤沈下は臨海部に大きいので，内水被害

だけでなく，高潮に対する危険度が相対的に大きくなっている こと である。

4. 都市河川改修の立ちお くれ

都市河川の改修が大きな社会問題となってきてし、るが，既成市街地の場合

は，河川は住宅密集の聞をぬって流れているので，川幅を拡；fるためには，

住宅の立ちのきにより用地を確保することになり， 莫大な用地，補償費がか

かることになる。堤防をかき上げするについても，橋梁その他の付帯工事が

多く，大仕事になってくる。現在の川幅はもともと小さいので，何倍にも川

幅を拡げなければならないので用地費が全体事業費の8割近くかかる ことは

めずらしくない。

新しい市街化地域では土地の価格は将来の期待価格をもりニ んでどん どん

値上り し， 河川や道路の公共投資が行なわれ始めると，土地の値段があがり，

それがまた河川改修費にはねかえるとし、う悪循環をくり返 して L、る。

また宅地開発が先行すると，現在の川岸ギリギリ まで家が建ち，これを河

川改修が追L、かけるため新築後数年の家を移転させなけれ：主ならず，庶民の

マイホ ームの夢を破る結果となっている。

新都市計画法の施行に伴い，河川を都市計画施設とした場合であっても，

計画区域においての建築制限は 「階数が二以下でかつ地階を有しない建築物

で， 主要構造部が木造，鉄骨造，コン クリー トブロック造その他これらに類

する構造のもの」は通例及（まないこ とになっている。これらを建築制限する

場合は土地の買取請求に応ずる義務があり，一般的には事業実施の見透しが

たたない場合は，単に計画決定にとどまり，上記以外の建物：立制限でさるが，



高秀 都市河川｜の本書とその背景 71 

庶民の住宅になる建売住宅程度のものは制限できなし、から前述のような結果

をくり返すことになる。

上流部の宅地開発行為で本来ならば河川改修が終わってから実施されるべ

きものでゐるが，住宅難の現実をみると，宅地開発にストッフ。をかけるわけ

にも L、かなくなっている。現実には，多額の河川改修費を短期間に，宅地開

発関連の都市河川に投入することは， 現在の治水事業費の枠から困難なの

で，当面はできる限り流過能力の増大をはかるため，橋梁，堰等で洪水の流

下に支障を及ぼしている構造物をまず改築するとか， 素掘り，掘削を先行

し， 金のかかる護岸等は水当りの個所など必要最小限度にとどめる，いわゆ

る暫定改修工事を実施している。

宅地開発関連河川の場合，ニ ュータウン等，その地域自体を水害から防ぐ

場合，宅地開発区域内については，都市の発展の動向からみて，将来川幅を広

げるような再改修はまず不可能と考えられるから，河川流域の将来の発展を

十分見込んで計画を策定することが必要となる。また河川上流の丘陵部の宅

地開発が施行されるため，下流の河川改修を実施する場合も，通例未改修区

間の場合が多いが，宅地開発施行サイトからは，宅地開発による洪水流量の増

加分だけ，i流過能力をますような工事を取急ぎやってほしいとしづ要望が強

い。しかしながら降雨は天然現象であり，出現する可能性のある，降雨量の規

模は観念的には無限大となるのであるから，増加分の定量的評価が非常に難

かしいことになる。しかも床下浸水と床上浸水では被害家屋の家計資産に及

ぼす被害程度がいちじるしく異なるように，場合によっては増分の数叫ん，

あるいは上積み分の数 cmが致命的になりかねないので，実態は別としても

被害者側の心理は 「あの宅地開発がなかりせ（む ということから，人災論に

つながることになり，河川の難かしい点ともなっている。したがって河川管

理者としては，流域の将来の発展を見込んで通例考えられる安全度まで改修

しない限り「人災論」は消えないものと考えてお り， 計画規模も大き くなっ

てくることになる。

その結果，既成市街地の河川においても， 宅地開発関連河川においても，

用地は全体計画に合わせて確保することになり，かなりの事業費となってく

る。

昭和44年度の都市河川改修事業費は，直轄河川46河川約 206億円，中小河



72 

川約158億円，小規模河川約l6億円で，これら主要事業の合計は約400億円と

なり，全国の全体事業費の約34%を占めている。

このように都市河川改修費の増額については河川局において最重点施策と

してとりあげられているが，全国の災害の発生状況をみると，都市河川が高

度経済成長のひずみとして問題となっていることは十分承知していても，都

市河川にだけ集中投資することはできなし、。

5月29日に東京都が発表した都政白書は第3部長い道のり，第 1章過密の

中の災害で次のように述べている。

「中小河川の改修事業は，戦争による中断があり， 21年に再開された。 し

かし戦後あいついで東京を襲った台風による大きな被害のため，災害復旧事

業に追われ，河川改修事業には手が廻らなかった。 32年までに改修された区

聞はわずかに 6kmにすぎなし、。 32年 9月の 22号台風， 33年 ？月の狩野川台

風により山子の中小河川に被害が出たことは，中小河川改修事業の必要性を

認識させることとなった。そこで，その後46年までの改修計画がたてられた

が， これとても，改修を要する河川延長の 3分の 1にすぎなかった。

このように改修や計画が常に後手にまわったのはなぜであろうか。

まず，行政側に住民に危険を知らせる努力に欠けたうえに，調査，研究が

不十分であり，部分的改修があっても，全体的計画に基づいた全面的改修が

なかったことである。この裏には国および都は道路優先， 大河川中心主義

で，生活；こ身近かな都市の中小河川をあと回しにしたという行政の姿勢の問

題があったのて‘ある」。

この都政白書（主 f泣きの白書」といわれているが，真実東京都の河川につ

いての調査費は全国の都府県のなかでも最少額の方に近く， 計画を作成する

にも都の財政当局ば，図面の作成費すら削ってしまうときいている。河川の

安全度も全国の都市のなかでは最低で、ある。

昭和43年12月に美濃部知事が発表した東京都の中期計画では 「東京都民が

健康で文化的な生活を送るために必要なギ リギリの条件をシヒソレ ・ミニ7 ム

としたが，洪水予防では当面 1時間30ミリ（統計上 1' 2年に 1回〉 さらには50

ミリ（統計上3年．こ 1回）の降雨でも河川があふれないようにしたい としてい

る。それが施策として 49年度までに32河川， 143kmを事業費700億をもって

改修を実施し，さらに50年度から60年度までに44河川， 224kmを事業費1,300
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｛意をも って改修を実施し，それぞれ 1時間30ミリ， 60ミリの降雨に対処しよ

うと している。 ただシヒソレ ・ミニマムの44～49年度計画は流出率は0.5とし

ており， 50～60年度計画では 0.8としている。したがってシビノレ ・ミニ7 ム

の河道ができたとしても都市化が現状よりすすむと前述のごとく流出率が大

きくなるから， 1時間20ミリ程度の降雨にしか対処できなくなってしまう。

この中期計画はビジョンばやりの中にあって「夢不足」「現実に足を引張ら

れ過ぎている」といわれているが，治水投資の現状から，実現性を重視する

とこの程度になってしまう。

現在宅地開発と河川改修のペースを合わせるため宅地開発施工者に負担金

あるいは，立替制度が考えられてし、る。本来河川改修事業は，社会資本のう

ちでも，他の事業の基盤となるべきもっとも公共的性格の強いものであって，

当然河川管理者の責務において，不特定多数者の市民のために措置すべきも

のであるが，現在の治水投資の枠ではいきおい宅地開発に支障を及ぼすこ と

になるので，やむをえず 「河川改修の急行料金」をいただくという考え方で

宅地開発施工者 入居の市民に負担していただいている。 これも開発主体が

住宅公団や地方自治体等公共機関の場合は適用しやすいが民間業者の行なう

スプローノレ的な開発には適用困難で造成価格にもアンバランスが生ずる等の

問題を含んでいる。

5. あとが き

以上激増する都市河川の水害に焦点をしぼって，その背景をのべてきたが

過密のなかの都市の水害を防ぐには治水投資の拡大ということになる。

「政策投入の時期を失した場合は， それを取り戻すためには数倍の費用を

要し， むしろ国土の混乱は金銭によって解決できない不利益を将来に残すこ

とになる。ま さしく時間との競争である。すべての政策はいまの時期に集中

的に投入されなければならない」（昭和43年度，建設白書より。

あらゆる社会資本の基盤となりかつ民生の安定に寄与する治水事業の重要

性を再認識すべき時期がきているのである。

（建設省，河川局，都市河川対策室）
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