
東京都水防計画(案)について 

平成30年度 

東京都建設局河川部 



平成30年度 東京都水防協議会 

主な構成内容 

総則、用語の解説   （第１章） 

水防組織とその責任        （第２章） 

水防活動、情報伝達、通信連絡等 （第３～６章） 

水門等の操作             （第７章） 

水防工法、水防資器材等の整備 （第８章） 

防災情報の提供    （第９章） 

●水防法第７条に基づき、洪水、高潮、内水、津波等による 

       水害を防ぎょし、 被害を軽減することを目的 

●水防業務及びその円滑な実施のための 

        必要な事項を規定  

東京都水防計画とは。。。 
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平成30年度 東京都水防協議会 

●東京都地域防災計画 （風水害編）のうち、 

     水防対策に関する具体的事項について、 

       本水防計画において定めるものとされている。 

東京都地域防災計画 

風水害編 震災編 大規模 
事故編 

火山編 原子力 
災害編 

水防
対策 

東京都水防計画 

東京都地域防災計画との関係 
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平成30年度 東京都水防協議会 
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平成30年度 東京都水防協議会 

時系列 

気象情報の 
伝達 

雨量・水位等観測 

水防上注意を要する箇所の 
巡視・警戒 

水防警報の発表・伝達 

 水位周知情報の 
       発表・伝達 

洪水予報の発表・伝達 
出動 
巡視 
点検 

水防作業 

土砂災害警戒情報の 
発表・伝達 

避難勧告の 
発令等 

巡視 
点検 

水防本部 建設事務所 水防管理団体 消防機関 参照 

４.４ 

４.７ 
４.８ 

４.６.５ 
４.６.６ 

４.６.１ 
４.６.２ 

４.６.３ 
４.６.４ 

注意報 

警報 

水防作業 
水防資器材等の 

支援要請 
技術支援のための職員派遣 
水防資器材等の提供 

第８章 

被害 
発生 

４.５ 

避難勧告の 
発令等 

４.14 

水防活動の流れ 
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平成30年度 東京都水防協議会 
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日 付 備 考 

第1回 6.21 集中豪雨 

第2回 7.4 台風3号 

第3回 7.18 集中豪雨 

第4回 7.25 集中豪雨 

第5回 8.1 集中豪雨 

第6回 8.7～8 台風5号 

第7回 8.15 集中豪雨 

第8回 8.19 集中豪雨 氾濫危険情報（石神井川、善福寺川） 

第9回 8.30 集中豪雨 

第10回 
10.22~ 
10.24 

台風 
21号 

氾濫危険情報（石神井川、境川） 
土砂災害警戒情報 30区市町村に発表 
（八王子市・あきる野市・日の出町・檜原村・町田市・奥多摩町・練馬区・日野市・
多摩市・稲城市・西東京市・武蔵村山市・昭島市・立川市・東大和市・中野区・
杉並区・三鷹市・府中市・調布市・小金井市・小平市・東村山市・国分寺市・国
立市・福生市・清瀬市・東久留米市・羽村市・瑞穂町） 

水防本部１０回  
連絡態勢５１回 計６１回 

平成29年の水防本部設置状況 
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平成30年度 東京都水防協議会 

●10月22日12時42分 第10回水防本部を設置 
●石神井川、境川にて、氾濫危険情報を発表 
●14の調節池で洪水を取水し、河川からの溢水被害なし 
●30区市町村に土砂災害警戒情報を発表 
●本庁、事務所職員のべ230名が水防業務に携わり、 
  水防警報等の水防情報を関係機関に合計170回伝達 

東京都水防本部 

   ①10月22～24日台風21号による水防活動（第10回水防本部） 
    

護岸天端まで50cm 

水位上昇状況（善福寺川 西田端橋） 

護岸天端 

水位 
水位 

▽氾濫危険水位 

  護岸天端 

石神井川（稲荷橋）水位グラフ（10分間） 

河川溢水無し 

         6 



平成30年度 東京都水防協議会 

   ②10月22～24日台風21号による水防活動（第10回水防本部） 
   （南浅川（八王子市）の被災について） 

被災直後 

やや強い雨が続いたのち
明け方にピークを記録 

等雨量線図（総雨量） 

高尾(八王子市)雨量観測所 
合計雨量：300mm 

総雨量 
（mm） 

（201710/22～23 06-06時） 

応急仮復旧状況 応急復旧完了 
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平成30年度 東京都水防協議会 

隅田川 駒形橋上流左岸（墨田区） 

隅田川 大島川水門（江東区） 

平常時 高潮時 

平常時 高潮時 

平成29年10月23日 

平成29年10月23日 

防潮堤が高潮
をブロック 

水門が高潮を
ブロック 

台風襲来時の河川状況 

亀島川水門付近水位 

堤内地 

計画高潮位+5.10m 

今回水位（H29） 
 A.P.+2.97m 

キティ台風（Ｓ24） 
 A.P.+3.15m 

隅田川テラス 

※上流の源森川水門付近では、A.P.+3.19mまで上昇 

高潮による被害無し 

亀島川水門付近水位

堤内地

計画高潮位+5.10m

今回水位（H29）
A.P.+2.97m

キティ台風（Ｓ24）
A.P.+3.15m

隅田川テラス

台風襲来時の水位状況 

Ｓ24.8キティ台風 
（浸水被害約14万戸） 
と同規模の高潮が発生 

都内38年ぶりの高潮警報 

もし、同様の高潮が発生し、堤防や水門がなかったら・・・ 
 想定被災人口 ：約250万人 
 想定浸水面積 ：約176㎢ 
 想定被害額  ：約60兆円 
 想定浸水家屋 ：約46万棟 

   ③10月22～24日台風21号による水防活動（第10回水防本部） 
   （高潮について） 
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平成30年度 東京都水防協議会 

 

1. 平成30年度 水防上注意を要する箇所 

 

2. 平成27年に改正された水防法への対応 

 

3. 平成29年に改正された水防法への対応 

  

平成30年度  

東京都水防計画（案）の主な改定点 
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平成30年度 東京都水防協議会 

1.平成30年度水防上注意を要する箇所 
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平成30年度 東京都水防協議会 
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種 別 基 準 

洪   水 
大雨時に洪水による溢水に対して 
                注意を要する箇所 

高   潮 
台風等の際、高潮による河川水位の 
          上昇に対して注意を要する箇所 

堤防・護岸の強さ 
堤防・護岸が老朽化・洗堀及び水衝部 
        のため、その強さに注意を要する箇所 

陸閘（りっこう） 陸閘が設置されている箇所 

工事施工 
河川工事等の施工によって 
              注意を要する箇所 

洪水時により危険性が高いと想定される箇所で、 

    優先的に巡視点検し、水防活動の準備等を行う箇所 

 水防上注意を要する箇所 
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平成30年度 東京都水防協議会 

大雨時に洪水による溢水に対して 

               注意を要する箇所（18河川70箇所） 

石神井川 

洪 水 
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平成30年度 東京都水防協議会 

台風等の際、高潮による河川水位の上昇に対して 

                注意を要する箇所（3河川5箇所） 

立会川 

高 潮 
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平成30年度 東京都水防協議会 

堤防・護岸が老朽化・洗掘及び水衝部のため、 

           その強さに注意を要する箇所（11河川21箇所） 

堤防・護岸の強さ 

古川 
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平成30年度 東京都水防協議会 

15 綾瀬新橋陸閘 

陸閘（りっこう） 

陸閘が設置されている箇所    （6河川23箇所） 
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平成30年度 東京都水防協議会 

河川工事等の施工によって注意を要する箇所 

                     （34河川132箇所） 

工事施工 

神田川 
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平成30年度 東京都水防協議会 
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種  別 箇 所 数 

洪  水 ７０ 箇所 

高  潮 ５ 箇所 

堤防・護岸の強さ ２１ 箇所 

陸  閘 ２３ 箇所 

工事施工 １３２ 箇所 

計 ２５１ 箇所 

17 

平成30年度 水防上注意を要する箇所 一覧 



平成30年度 東京都水防協議会 

2. 平成27年に改正された水防法への対応 
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平成30年度 東京都水防協議会 

 ①高潮浸水想定区域図の作成 
 

 ・台風の接近に伴う想定し得る最大規模の高潮による 

  浸水を想定した区域をシミュレーションを実施し作成。 
 

 ・我が国既往最大台風（室戸台風：中心気圧910hPa）を 

  想定し、高潮による浸水が最大となる設定で作成。 

 

   

 

  高潮特別警戒水位の設定を検討し、 

  水位周知海岸および浸水想定区域の指定を行う。 
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平成30年度 東京都水防協議会 
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東京都高潮浸水想定区域図（浸水深） 



平成30年度 東京都水防協議会 

水防計画の改訂点 

第９章 防災情報の提供 

 ②神田川、善福寺川、妙正寺川浸水想定区域図の更新 
 

  想定降雨       東海豪雨規模  ⇒  想定最大規模 

   雨量      総雨量 589ミリ  ⇒  690ミリ 

       時間最大雨量 114ミリ  ⇒  153ミリ 
 

 ・洪水予報、水位周知関係区市の変更なし。 

 

 

  順次、都内の洪水予報河川、水位周知河川を対象に 

  浸水想定区域図を改定し公表していく。 

 

 

 
         21 



平成30年度 東京都水防協議会 

３．平成29年に改正された水防法への対応 
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平成30年度 東京都水防協議会 

水防法一部改正の主な概要 

①大規模氾濫減災協議会制度の創設 
 

②要配慮者利用施設における避難確保計画の  
  作成等の義務化 など 

水防計画の改訂点 

資料編 1.関係法令等  
◆関係法令の追加 
    ・資1.1 水防法 
    ・資1.2 水防法施行令 
  ・資1.3 水防法施行規則 
  ・資1.6  水防法施行通知（平成29年6月19日） 
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平成30年度 東京都水防協議会 

平成29年の水防法改正に伴い、 
平成29年12月に 
「東京都管理河川の氾濫に関する減災協議会」を設置。 
 
東京都管理河川の溢水氾濫等に伴う水害に対し、「人的
被害をなくすこと｣、「物的被害を最小限度にとどめること｣を
目指し、減災に係る取組事項をまとめた取組方針を策定し、
毎年フォローアップする。 
 
全区市町村長（島しょ部を除く）、国等の関係機関及び
都の関係各局を構成員とし、浸水予想区域図等の水害リ
スク情報や減災に係る取組事項等について協議する。 

大規模氾濫減災協議会 
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