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東京都の河川事業について

東京都建設局河川部計画課長 小木曽　正　隆

１.はじめに

「平成 30年７月豪雨」では、西日本を
中心に河川の氾濫、堤防の決壊などによ
り甚大な被害が発生した。９月の台風
21 号では高潮が発生し、関西空港が浸
水により閉鎖されるなど社会・経済に大
きな影響を与えることとなった。

東京においても、局地的に時間 100㎜
を超える豪雨などによって浸水被害が発
生しているほか、切迫する首都直下地震
に対する堤防や水門の耐震・耐水対策も
急務となっている。

東京都では、水害等の危険から都民の
命と暮らしを守るため、中小河川の護岸
整備や高潮防御施設等の整備を推進して
いる。また、うるおいのある水辺空間の
形成や利活用を促進するための施策や、
良好な河川環境の創出にも取り組んでい
る。本稿では、東京都が現在進めている
事業の中から、都市における治水対策や
その効果、親水整備などの特色について
紹介する。

２.東京都の地勢と河川

東京都の地勢は、東西に長くひらけて
おり、西部の山地、武蔵野台地と呼ばれ
る中央部の台地および東京湾に接する東
部の低地より構成されている。このよう
な地勢から、東京の河川は概ね西側に源
を発して東へ流れ、東京湾へ流下してい
る（図－１）。

東京都内には、127 河川、890㎞（準
用河川含む）の河川が流れており、その
うち都が管理する河川は、105 河川、
710㎞となっている。水系別に分けると、
主として多摩西部山地に源を発して、丘
陵部を流れながら水を集める多摩川水系、
多摩丘陵の南部を流れる鶴見川水系、武
蔵野台地の大半を流域とする荒川水系、
東部の低地帯を南北に流れる利根川水系
の４つの一級水系と、直接海へ注ぐ二級
水系に大別される。

東京の河川は地勢によって性格が異な
るため、地域の特性に応じた事業を実施
している。区部の台地や多摩地域の中小
河川では、豪雨に伴う洪水による水害を
防止するため、中小河川整備事業として、
河道の拡幅に伴なう護岸整備、洪水の一
部を貯留する調節池や洪水の一部を別の
ルートに分けて流す分水路の整備を行っ
ている。

東部低地帯の河川では、高潮や津波に
よる水害を防止するため、高潮防御施設
整備事業、江東内部河川整備事業、スー
パー堤防等整備事業、耐震・耐水対策事
業により、防潮堤や護岸、水門等の整備
や耐震補強を行っている。

多摩地域の山地では豪雨による土砂災
害を防止するための砂防事業、地すべり
対策事業、急傾斜地崩壊対策事業を行っ
ている。

３.中小河川の整備

都はこれまで、人口や資産が集積する
都市部などにおいて、台風や集中豪雨に
よる水害から都民の命と暮らしを守るた
め、１時間あたり 50㎜の降雨により生
じる洪水に対して安全を確保することを
目標として中小河川の整備を進めてきた。

しかし、これまでの目標整備水準を超
える降雨の発生率が過去 20 年で約３倍
に増加しているだけでなく、近年、時間
100㎜を超える豪雨による浸水被害が頻
発するなど、水害リスクは一層の高まり
を見せている（図－２）。

このような現状を受け、平成 24 年に
「中小河川における都の整備方針～今後
の治水対策～」を策定し、神田川や石神
井川など区部の台地部を流れる河川は１
時間あたり 75㎜、野川など多摩地域を
流れる河川は１時間あたり 65㎜（いず

図－１　東京の地勢と河川

図－２　時間50ミリ以上降雨の経年変化



（寄稿文）20

れも年超過確率は 20 分の１に相当）に
目標整備水準を引き上げた。

１時間あたり 50㎜までは引き続き河
道で対処するとともに、これを超える分
については調節池等によりピークカット
することを基本とし、流域を越えて調節
池の容量を相互に活用できる広域調節池
など、新たな調節池等の整備を、優先度
の高い流域から順次進めている（図－３）。

(１)神田川・環状七号線地下調節池
神田川・環状七号線地下調節池は、水

害が頻発していた神田川中流域の治水安
全度を早期に向上させるため、都道環状
第七号線の道路下に延長 4.5㎞、内径
12.5 ｍのトンネルを設置し、ここに神
田川、善福寺川および妙正寺川の洪水
54 万㎥を貯留する施設である。平成 20
年３月に完成した本調節池は、様々な降
り方の豪雨に対して各河川から効果的に
取水することが可能であり、神田川流域

の水害軽減に大きな効果を発揮している。
平成 25年９月に上陸した台風 18号は、

日本各地に甚大な浸水被害や土砂災害を
もたらした。神田川流域においても、１
時間最大約 50㎜、総雨量約 150㎜の降
雨があり、神田川の水位が急上昇したが、
調節池容量がほぼ一杯となる約 54 万㎥
の洪水を貯留し、浸水被害を低減するこ
とができた（写真－１）。

(２)環状七号線地下広域調節池（建
設中）

環状七号線地下広域調節池は、上記の
「神田川・環状七号線地下調節池」と「白
子川地下調節池」（延長約 3.2㎞、内径
10 ｍ、総貯留量 21万㎥）の２つの地下
調節池を、延長約 5.4㎞、内径 12.5 ｍ、
貯留量約 68 万㎥のトンネル式の新たな
調節池で連結することにより、貯留量
143 万㎥の一体の調節池とするものであ
る。神田川、善福寺川、妙正寺川、石神

井川および白子川の５河川から取水可能
であり、各河川の貯留容量が拡大される
とともに、その容量を流域間で相互に融
通して活用することもできるものとなる。
平成 28年度に着工し、2025 年度の稼働
を目指して整備を進めている（図－４，
５）。

４.低地河川の整備

東京の東部低地帯は、軟弱な地盤で構
成されているうえに、明治期以降の地下
水汲み上げ等による地盤沈下の影響で、
ほとんどの地域の地盤高が海面下となっ
ており、高潮、大地震等の自然災害に対
して極めて弱い地域となっている。東京
都では、東部低地帯を水害から守るため、
低地河川の整備を行っている（図－６）。

(１)高潮防御施設の整備
都では戦前から高潮対策を進めており、

昭和 32 年には、既往最大（大正６年）

図－３　河道と調節池のイメージ

図－４　広域調節池イメージ

図－５　環状七号線地下広域調節池平面図

写真－１　神田川・環状七号線地下調節池
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の高潮（A.P. ＋ 4.2 ｍ）に対応できる
よう、防潮堤や水門等の整備に着手した。
その後、東海地方に上陸し、過去最大の
高潮被害をもたらした昭和 34 年９月の
伊勢湾台風を契機として、同規模の台風
が東京湾を襲った場合に想定される高潮
（A.P. ＋ 5.1 ｍ）に対応できるよう計画
を改正し、整備を進めてきた。

(２)江東内部河川の整備
荒川と隅田川に囲まれた江東三角地帯

は、大半が満潮面以下の地盤高であるう
えに、内部に河川が縦横に走っている。
また、過去の地盤沈下に伴い、度重なる
護岸の嵩上げを行ってきた結果、大地震
に対して極めて脆弱な状態になっていた。
そのため、大地震による護岸損傷に起因
する水害を防ぐことを目的として、昭和
46 年から江東内部河川整備事業を進め
ている。

この事業では、同地帯を周囲の地盤高
や河川利用の観点から概ね東西に二分し、
それぞれに適した方式で整備を行ってい
る。地盤が特に低い東側地域では、水門
等で河川を締め切り、排水機場のポンプ
排水により水位を人工的に周囲の地盤高

程度まで低く保つ水位低下方式を行って
いる。昭和 53年 12月に第一次水位低下
（A.P.0.0 ｍ）を、平成５年３月に第二
次水位低下（A.P. － 1.0 ｍ）を実施し、
その後、河川環境にも配慮した河道整備
を進めている。一方、地盤が比較的高く、
舟運利用が盛んな西側地域では、既存の
護岸を補強する耐震護岸方式により整備
を行っている（写真－２）。

(３)スーパー堤防等の整備
東部低地帯の主要５河川（隅田川・中

川・旧江戸川・新中川・綾瀬川）において、

大地震に対する安全性を高めるとともに、
水辺環境の向上を図るため、コンクリー
トの堤防を順次スーパー堤防や緩傾斜型
堤防に改築している。

スーパー堤防は、背後地の再開発事業
等のまちづくりと一体となって幅の広い
盛土を行うもので、昭和 55 年度に隅田
川、旧江戸川で緩傾斜型堤防に着手、昭
和 60 年度には隅田川でスーパー堤防の
整備に着手し、川沿いの開発に合わせて
整備を進めている。また、昭和 62 年度
からテラス整備を進めており、地震に対
する安全性を高めるとともに、散策路と

図－６　東部低地帯の地盤高

写真－２　旧中川
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して開放するなど親しみやすい水辺環境
の創出を図っている（写真－３）。

(４)河川施設の耐震・耐水対策
平成 23 年に発生した東北地方太平洋

沖地震では、東京においても東部低地帯
で震度５強が観測され、さらに既往想定
を上回る津波も観測された。都内河川施
設ではそれまで進めてきた対策の効果が
発揮され、大きな被害は発生しなかった
が、今後発生が予想される大地震や津波
に対し、より安全な都市を形成するため、
平成 24 年に「東部低地帯の河川施設整
備計画」を策定した。

この計画は、想定し得る最大級の地震
が発生した場合においても、防潮堤や水
門、排水機場など各施設が機能を保持し、
津波等による浸水を防止することを目的
としている。2021 年度までに堤防約
86㎞と水門・排水機場等 22施設の耐震・
耐水対策を実施することとし、現在、事
業を進めている。

５.河川施設のストック効果

平成 29 年 10 月に東京地方に上陸し
た台風 21 号は、東京西部の多摩地域を
中心に広い範囲で大雨となり、八王子市
片倉の雨量観測所では、過去 15 年で最
大となる総雨量 345㎜に達し、時間最大
雨量も 53㎜を記録した。

これにより善福寺川や石神井川等で河
川の水位が上昇し、護岸天端まで 50㎝
と迫った箇所も見られたが、これまでの
護岸整備による流下能力の向上に加え、
14 箇所の調節池で洪水を取水すること
により、河川からの溢水はなく被害を未
然に防止することができた。過去の同規
模の台風と比較すると、50㎜対策整備を
開始する前の昭和 41年の台風４号では、
12 河川から溢水し、約４万２千棟の浸
水被害が発生したのに対し、今回は河川
からの溢水はなく、浸水被害も 44棟（暫
定値）と、大きく減少したことがわかる。

また、東京の東部の低地帯においては、
この台風による高潮により、昭和 24 年
に浸水家屋約 14 万戸の被害をもたらし
たキティ台風と同程度の潮位を記録した
が、こちらも整備してきた防潮堤や水門
といったインフラのストック効果が発揮
され、高潮による浸水被害はなかった（写
真－４）。

６.水辺空間の整備

隅田川をはじめとする河川は、かつて
「水の都」と呼ばれた江戸東京の歴史の
中で、文化や経済、生活の中心となって
いた。しかし、度重なる高潮や洪水によ
る水害を防ぐために防潮堤や水門等の整
備を進めた結果、水害に対する安全性は
大幅に向上したものの、コンクリートの
堤防がまちと川を分断する形となってし
まった。

近年では、水際のテラス、公園、背後
のまちづくりと一体となったスーパー堤
防整備などの取組によって、親水性の高
い水辺空間が形成されるようになり、
人々の水辺に対する関心も高まっている。

(１)隅田川等における水辺空間のに
ぎわい創出

東京都では、良好な水辺空間の形成と
にぎわい創出のため、隅田川でのテラス
整備や、テラスギャラリーの設置等の修
景整備、河川の歴史に配慮し江戸情緒を
醸し出す小名木川「塩の道」の整備、防
災船着場の一般開放など、人々が川に親
しみやすくするための取組を進めてきた。

平成 23 年には、河川敷地占用許可準
則が一部改定され、地域の合意を前提と
したうえで、民間事業者による河川空間
でのイベント施設設置やオープンカフェ
等の運営が可能となり、全国の都市にお
いて河川空間の利活用が進められている。

このような背景や 2020 年の東京オリ
ンピック・パラリンピック開催に向けた
水辺空間活用への期待から、都は、平成
26 年に「隅田川等における新たな水辺
整備のあり方」を取りまとめた。現在、
隅田川を中心とした川の軸において「に
ぎわい誘導エリア」を設定し、重点的に
施策を展開している（図－７）。

(２)水辺の動線の強化
隅田川を中心としたエリアでは、水辺

とまちの連続性や回遊性、災害時の点検・
避難等の動線としての機能を向上させる
ため、テラスの連続化を進めている。

現在は、支川が隅田川に合流する箇所
や橋梁の下部などで、テラスが不連続と
なる箇所が存在しているほか、スロープ
や階段が未設置で行き止まりとなってい
る箇所があり、川沿いに連続して歩ける
動線が十分に確保されていない。そのた
め、支川合流部等で連続化橋梁の整備、
階段やスロープの設置等を行い、動線機

写真－４　隅田川の状況

写真－３　スーパー堤防（新川地区）
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写真－５　テラス照明（隅田川　清洲橋下

流）

図－７　隅田川を中心としたにぎわい施策展開

写真－６　かわてらす（隅田川　清洲橋下

流）

能の向上を進めている。
また、東京スカイツリー等の夜景を水

辺で楽しむためにテラス等を利用する
ニーズも増えてきていることを踏まえ、
水辺の回遊性を向上させるため、テラス
照明の整備を進めている。これまでは照
度が十分に確保されておらず夜間は水辺
に近づきにくい状況となっていたが、照
明を整備することにより水辺に彩りを添
え、夜間でも安心して歩ける空間を整備
している（写真－５）。

(３)河川空間を活用したまちづくり
平成 25 年から、水辺の魅力向上と地

域の活性化を目的として、水辺の景観を
楽しみながら飲食ができる「かわてらす」
の社会実験を開始している。「かわてら
す」とは、河川に突き出して設けた飲食
等のための高床式の施設を指し、夏の京
都などでよく見られる「川床」の東京版
となっている。

これまでに、日本橋川で１店舗、隅田
川において３店舗で「かわてらす」が設
置され、利用者からは、「川の眺めが良
い」、「川沿いのテラスが心地よい」など
の声が寄せられている（写真－６）。

７.おわりに

人や企業等が集積している東京で、災
害がひとたび発生すると、人的被害に加
え、都市機能の麻痺など全国に及ぶ社会
経済活動への重大な影響が懸念される。
未曾有の災害から人々を守る、安全・安
心な「セーフシティ」を実現するととも
に、良好な水辺空間を創出し未来へ引き
継いでいくため、今後とも確実な事業推
進に取り組んでいく。


