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気候変動を踏まえた水害リスク評価
―流域治水に向けたリスクコミュニケーションツールの検討―
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令和元年7月に設置された「北海道地方における気候変動を踏まえた治水対策技術検討会」中
間取りまとめを踏まえ、気候予測アンサンブルデータを用いたリスク評価について、リスク評
価の高度化について検討し、流域治水に向けたあらゆる関係者とのリスクコミュニケーション
ツールの検討状況について報告する。
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1. はじめに
平成28年北海道豪雨災害を受け開催された「平成28
年8 月北海道大雨激甚災害を踏まえた水防災対策検討委
員会」において、「我が国においても気候変動の影響が
特に大きいと予測される北海道が、先導的に気候変動の
適応策に取り組むべきであり、気候変動による将来の影
響を科学的に予測し、具体的なリスク評価をもとに治水
対策を講じるべき」と報告された。この報告を受け、平
成29年度に「北海道地方における気候変動予測（水分
野）技術検討委員会」を設置し、現在気候および将来気
候における大量のアンサンブルデータをとりまとめ、気
候変動に伴うリスク評価を進めて来た。令和元年7月に
はこれらの検討を踏まえ、「北海道地方における気候変
動を踏まえた治水対策技術検討会」を設置し、これまで
計3回の検討会を実施し、令和2年5月に中間とりまとめ
を公表したところである。
この中間とりまとめの概要を以下に整理する。
① 気候予測アンサンブルデータを用いることにより、
将来気候における降雨量や降雨の時空間分布などの
ハザード変化の詳細な分析が可能になり、過去の実
績だけでは予見できなかった降雨パターンについて
も計画に反映させることが可能になる。
② 4℃上昇時の浸水頻度などの詳細なリスク評価が可
能になり、またこれらのリスク評価に基づく様々な
ハード・ソフトの適応策検討が可能になる。
③ この詳細なリスク情報およびそれに対応する適応策
（流域対策・ソフト対策）を地域に提示することが
でき、地域の様々な主体と連携して取り得る対策を
検討、選択することが可能になる。

平成28 年に甚大な被害が発生した十勝川流域、常呂
川流域を対象に、気象予測アンサンブルデータを用いて
氾濫シミュレーションを実施し、浸水域、浸水深及び浸
水確率を算定した。その結果、将来実験（4℃上昇時、
2℃上昇時）では、浸水面積が増加するほか、同一地点
の浸水深、浸水確率が増大する傾向にあることを確認し
た。さらに、想定死者数、重要施設（病院、工場等）を
指標にリスク評価を行った(図-1,2)。

図-1 十勝川流域における年平均想定死者数の変化

図-2 十勝川流域における被災する重要施設の変化
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気候変動による水害リスクの増大に備えるためには、
これまでの河川管理者等の取組だけでなく、河川の流域
のあらゆる関係者が協働して流域全体で行う治水対策
「流域治水」へ転換が必要である。
治水計画を「気候変動による降雨量の増加などを考慮
したもの」に見直し、集水域と河川区域のみならず、氾
濫域も含めて一つの流域として捉え、地域の特性に応じ、
①氾濫をできるだけ防ぐ、減らす対策、②被害対象を減
少させるための対策、③被害の軽減、早期復旧・復興の
ための対策をハード・ソフト一体で多層的に進めるもの
である(図-3)。

図-4 適応策の効果
気候変動による外力増加により、年平均想定死者数が
増加する傾向であり、貯留施設の効果発現には、施設が
完成するまでの時間を要する(図-5)。

図-5 時間軸上安全度の変化

図-3 流域治水への転換
流域治水の推進には河川の流域のあらゆる関係者が協
働が必要不可欠である。そのためには、水害に対する有
効な適応策や水害による住民生活への影響をわかりやす
く見える化できるリスクコミュニケーションツールが必
要である。流域治水の推進のため、有効な適応策の見え
る化とともに、住民生活に影響の大きい、農地のリスク、
住宅のリスクの見える化を検討した。

2. 流域治水に関するコミュニケーション
1） 有効な適応策
今後予測される気候変動の影響により、発生する被害
の規模が大きくなるとともに、同じ規模の降雨であって
も発生頻度が上昇するリスクに対し、ハード・ソフト等
による適応策がどこまで、どのような効果を発揮できる
のかを明らかにし、流域で発生する死者数（の期待値）
を減少させるにあたり、適応策による効果の傾向を把握
するためにFNカーブを用いて分析を行った。FNカーブは、
ある確率で生起する洪水に対する、ブロック内での想定
死者数との関係を示すものである。死亡リスクは、氾濫
発生確率×死者数で表される(図-4)。

水害リスクを低減させるためには河川管理者の取組と
ともに、地域の土地利用方法や住宅の嵩上等、ハード・
ソフト一体で対策をする必要がある。
このように、ハード対策の展開と併せ、確実性を確保
する一定の条件下でのソフト対策を組み合わせた適応策
により、現在と概ね同程度までリスクを低減できる可能
性があり、具体的なリスクと適応策の効果を総合的に勘
案し、気候変動の影響によるリスクの増大に対して、気
候変動の進行に対応した時間軸の下で、適応策をどのよ
うに進めていくべきかを、ソフト対策の有効性を捉えな
がら視覚的に把握することが可能となった(図-6)。

図-6 時間軸を考慮した適応策の
段階的な進め方（イメージ）
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2-1）農地のリスク
平成28年8月17日～23日の1週間に3個の台風が北海道
に上陸し、その後、台風第10号が北海道に接近した。平
成28年洪水の音更町での被害を元に指標の検討を行った。
十勝川流域では、住宅及び畑作、酪農・畜産を中心と
した大規模な農業が営まれ、また、これらを加工する食
料品製造業が盛んである。農作物の集積地や食品加工工
場は、その多くが河川沿いに位置しているため、計300
億円の農業関連被害が報告されている。音更町において
は、畑の冠水や滞水などにより1,157haの農業被害が発
生した(写真-1)。

施設の対策としては、浸水防護壁や床上げ等が考えら
れる。ここでは、浸水範囲の営農者に対するコミュニケ
ーションツールの一つとして、浸水による農業機械への
影響の指標化を検討した。
乗用型トラクターは浸水深がステップの高さ0.5～
0.9m、コンバインは、浸水深がシャシーフレーム上面の
高さ約0.7mを超えた際に、エンジンやミッション、電装
品の腐食が進行し、廃棄せざるを得ない場合が出てくる。
乾燥機は、浸水深が修理目安ラインの高さ約0.7mを超え
た際に、バーナーやポンプ、モーター等が浸水し、廃棄
せざるを得ない場合が出てくる(図-8)。

図-8 浸水による農業機械への被害（イメージ）

写真-1 左）浸水した玉ねぎ畑（音更町）
右）食品加工工場の浸水被害（南富良野町）
畑作物は水に浸かることに非常に弱く、農地における
土づくり（特に表層30cm）には長い年数を要することか
ら、土壌流亡をもたらし得る浸水確率の増大は地域農業
にとって大きな影響を与えると想定される。また、農作
物の集積施設の機能が停止すれば、集荷・選別・加工・
販売等の流通全体に影響を及ぼし、日本の食料供給地で
ある役割を充分に担えない可能性がある。
また、十勝川流域には、大手乳製品メーカーや肉牛加
工工場などの大規模工場が立地し、施設が浸水した場合
には、受け入れ停止による生乳の廃棄や、生乳・肉牛の
代替施設輸送など十勝地域全体の畜産農家に影響が及ぶ
可能性がある。
農業の直接的な被害が、全国の食品加工業や外食産業
などに間接的な経済被害を及ぼすことになる。
農業は、地域の重要産業であるが、農地の浸水確率が
増大するほか、多くの農作物集積施設も浸水することと
なる(図-7)。

令和元年度版 音更町統計書を基に、音更町の農家1戸
あたりの農機所有台数を算定し、2019/2020 農業機械・
施設便覧から農機の種類別に平均価格を算出し、農機が
全損となる場合を想定し、浸水深に応じた被害額を求め
たものである(図-9)。
農機の種類や規模にもよるが、主要な農機は概ね浸水
深 0.5～1.0m程度で全損となり、これらの被害額が農家
1戸あたりの収入額を超える可能性があることがわかっ
た。なお、農機が全損となる水深については、一般財団
法人日本農業機械化協会による「廃棄せざるを得ない場
合がある」との目安に従った。

図-9 農家1戸当たりの浸水深別 農業被害額
（乗用トラクター、普通型コンバイン及び乾燥機）
多くの被害は0.6m～0.8mの範囲で発生している。この
指標を用いて浸水深を目安に、倉庫の改築の際に盤上げ
等の対策を検討するなどの活用が考えられる。
図-7 音更町の農地の浸水確率の変化
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2-2）住宅のリスク
近年（2000-2019年）の死者が発生した水害による住
宅被害（全半壊、床上・床下浸水）について、2019年は
全半壊の家屋数が最も多く、前年2018年の倍程度となっ
ている。床上・床下浸水においても、他年と比較すると
多い傾向となっている(図-10)。

図-12 1階が水没する程度となる浸水深
となる確率（浸水深3.2m)
図-10 2000-2019年における全国の水害による住宅被害
（死者の発生した水害のみ集計）
平成28年の台風第10号の影響により、音更町において
は、十勝川・音更川の水位上昇に伴い、床上浸水28棟、
床下浸水17棟、計45棟の住居等で浸水被害が発生した
(写真-2)。

写真-2 左）冠水した道路

住宅が浸水した際に、被害指標の一つとして「復旧」
に係る復旧費用や復旧作業が挙げられる。水害の程度に
加えて、「復旧のしやすさ」も合わせてリスクとして捉
えることができると考え、本検討では、家屋被害におけ
る復旧のしやすさを作業面及び費用面の2つの観点から
指標とすることを検討した。
想定される被害を定量的に把握するために、床下・
床・内壁・外壁・天井における被害に着目した(図-13)。

右）床上浸水した住宅地

4℃上昇時点では、同一地点であっても床下50cm程度
浸水する確率が1/10以上となる区域が増加し(図-11)、
音更川沿いと十勝川合流点付近の一部で、高頻度で1階
が水没する可能性がある(図-12)。
図-13 想定される浸水による家屋被害
戸建て家屋を想定した場合、浸水深が大きくなるにつ
れて、床下→床→壁と復旧作業が増えることから、復旧
に時間を要する(図-14)。

図-14 復旧のしにくさ（戸建て家屋の場合）

図-11 床上から50cm程度の浸水深
となる確率（浸水深1m)
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公的支援制度として、被災者生活再建支援制度及び災
害救助法があるが、床下浸水及び浸水深1m未満の床上浸
水による被害は原則として公的支援の対象とならない。
1m未満と1m以上の床上浸水による復旧費用を比較した場
合には、1m未満の浸水の方が自己負担額が高額となる可
能性がある(図-15)。

図-15 浸水深ごとの公的支援制度の概要
図-16 住宅が浸水した際の被害指標
火災保険の水災補償は、一般に再調達価額の30%以上
の損害を受けた場合や床上浸水または地盤面から45ｃｍ
を超えた浸水被害を受けた場合に損害保険料が支払われ
る仕組みとなっている。また、火災共済では、建物・家
財が10万円以上の損害を受けた場合や床上浸水の被害を
受けた場合に共済金が支払われる仕組みとなっている。
国総研資料第1080号を基に、一般的な2階建て木造住
宅を想定して、浸水深ごとの被害額を試算した。国総研
資料第1080号では、建物の基礎や床、外壁、内壁といっ
た部位別に、建物全体に占める価値構成比と浸水深毎の
被害率が示されている。
さらに、公的支援による再建費用の支給及び火災保険
(水災補償)に加入している場合の補償を考慮し、復旧費
用の自己負担額を試算した(図-16)。なお、火災保険(水
災補償)には、従来型と呼ばれる保険金額の7割を上限と
するものと、オールリスク型と呼ばれる100％実損払い
が受けられるものがあるが、本研究では一般に普及して
いる従来型を想定した。公的支援と火災保険(水災補償)
を活用することで、水害による住宅被害の復旧費用を大
きく軽減できることが分かった。ただし、床下浸水では
いずれも適用とならず、また浸水深1m未満では公的支援
の適用外となることなど、適用条件を理解して活用する
必要がある。

３．今後の展開
地域の水害リスクを効果的に軽減するためには、各地
域の状況を踏まえて河川整備のほか、より水害リスクが
低い地域への居住、都市機能の誘導や移転、地域の地
形・特性に応じた住まい方の工夫、避難地・避難路の整
備、避難体制の構築など、ハード・ソフト対策を連携さ
せて一体的に推進することが必要である。
このためには、まちづくりに活用できる水害に関する
ハザード情報の提供、水害リスクを踏まえた土地利用、
水害リスクに対応した防災・減災対策の実施など、水害
対策と防災の観点も考慮したまちづくりを連携して進め
ていく必要があり、これまで以上にあらゆる関係者との
連携を深め、一体となって安全安心な地域づくりを目指
していく必要がある。
水害対策やまちづくりを行う場合には、地域にどのよ
うな水害リスクが存在し、そのリスクを軽減するために
どのような対策を行う必要があるのか、地域住民や民間
事業者等に対し、わかりやすい説明を行い、合意形成を
図る必要がある。
今後、まちづくりや水害の想定に基づく各町毎の指標
によるリスクマップを作ることなどが考えられる(図17)。

図-17 水災害リスク評価を踏まえたまちづくりの
方向性（イメージ）
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