
提 言

激甚化する水害への建築分野の取組むべき課題

～戸建て住宅を中心として～

2020年6月

日本建築学会
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内 容

１．提言取りまとめの経緯

２．近年の水害の状況と提言のねらい

３．建築分野の水害対策の現状・課題

４．提言の内容
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１．提言取りまとめの経緯

●「気候変化による災害防止に関する特別調査委員会」（前身の委員会）
・気候災害の体系的整理 （2016年4月～2018年3月）

●提言のとりまとめ： 『気候災害特別調査委員会』
・水害への重点的な取組み （2018年4月～2020年3月）

【委員会の構成】
 関連学会等： 土木分野、日本学術会議、海外（台湾）

望月常好・藤野陽三・戸田圭一・陳亮全

 建築学会の多分野：

○建築構造
岩田衛・金箱温春・安達俊夫・梅野岳・奥田泰雄・高橋徹・田村和夫・
松井正宏

○都市計画・建築計画
後藤春彦・加藤孝明・市古太郎・倉田直道・澤田雅浩

○環境工学
三坂育正・稲垣景子・大風翼・喜納啓・佐土原聡・田中貴宏・富永禎秀・
鳴海大典・西名大作・長谷川兼一・持田灯・吉野博
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２．近年の水害の状況と提言のねらい

 日本では昔から水害に悩まされてきた（水塚や水屋）

 近年の豪雨等、自然外力の激甚化の進展が、土木の防災施設の対応
力を越えてしまう可能性が顕在化

 水害対策に果たす建築及び都市・地域計画分野の役割が極めて大きく
なっている

（近年の水害） ※国土交通省、水害レポートなどによる

2014年8月 平成26年8月豪雨 広島市の土砂災害・住宅被害【死者74名】
2018年6月～7月 平成30年7月豪雨 【死者237名】

倉敷市真備町で死者51名、うち42名は住宅の1階で発見
2019年9月 房総半島台風 千葉県を中心に大規模な停電等【死者9名】
2019年10月東日本台風 7都県に大雨特別警報 【死者99名】
2020年7月 令和2年7月豪雨 西日本～東日本・東北、球磨川等【死者82名】

<提言のねらい>
従来の建築の耐震性能、防火性能、耐風性能、耐雪性能、断熱性能など
に並ぶものとしての耐水性能の確立



３．建築分野の水害対策の現状・課題

● 建築物の視点から

・水害に関する耐水性能についての日本建築学会の取り組みは未着手であり、
特に戸建て住宅への対策が遅れている。

・建築学の多分野の知見を総合して対策を講じる必要がある

【構造・材料・構法面の課題】：水流がもたらす荷重や浸水後の耐久性の視点

・氾濫流に対する建築物の抵抗力を評価する方法の整理

・浸水に対応した設計法の確立
-建物内への浸水を抑制する方法
-浮力の影響で建物が流出しないように水を積極的に建物内に浸水させ
つつ、室内の被害を抑え復旧性を高める方法

・再現期間などの水害ハザード特性の建築設計の観点からの把握
-水害ハザードの浸水深レベルと対策を関連づける方法論の確立
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３．建築分野の水害対策の現状・課題

【環境工学・建築設備面の課題】：浸水後の断熱性能劣化・衛生環境悪化の視点

・浸水を想定した事前対策

・浸水後の室内環境を適切に保つ処置・方法の整理、そのための技術開発

【建築計画・設計面の課題】：浸水時の居住者の安全性や建物の機能維持、
浸水後の早期復旧を容易にする設計の視点

・戸建て住宅に関する地域の浸水想定区域図や洪水ハザードマップに対応した
具体的な浸水対策の技術基準が必要

● 都市・地域計画の視点から

・建築の許可／禁止という二分に留まらず、居住床高さレベルの規制や浸水後
速やかに機能回復できる設計手法が必要

・地域のハザードに対応したメリハリのある建築づくり・まちづくりについて掘り
下げていく必要性
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４．提言の内容（全体構成）
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②水害に耐える
建築構造技術
の開発

③復旧性能の高い
建築物の開発

①役割に対応した設計手法・
対策技術の整理

2)建築単体の視点から
-建築物の耐水技術の開発-

①ハザードに対応した
都市・地域の計画
の策定

3)都市・地域計画の
視点から

水

④事前・被災直後・復旧の
各段階での対策技術の
整備

②浸水対応型市街地
の形成

①被害の実態調査、データの収集・蓄積・活用

1)実態把握とデータ蓄積



４．提言の内容
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１）実態把握とデータ蓄積

1)-① 水害がもたらす被害の実態調査、データの収集・蓄積・活用

・住宅内での人的被害の原因に関する詳細な調査など、具体的な対策に
つながる調査を行い、データを蓄積することが極めて重要である。

２）建築物単体の視点から －建築物の耐水技術の開発－

・建築物の耐水技術を開発し、耐水性能を確立することが急務

・被災者個人のみならず、地域の持続可能性の面からも重要
（廃棄物削減も含め）

2)-① 建築物の役割に対応した設計手法・対策技術の整理

・既存・新築、住宅・非住宅、災害時に機能する必要の有無など、建築物の
役割を考慮した整理が必要である。

・中でも戸建て住宅について、その整理を急ぐべきである。



2)-② 水害に耐える建築構造技術の開発

・建築物周囲の浸水深や氾濫流の流速に応じて、建築物の構工法やディテ
ールごとに多様な被害パターンがあり、これらを整理した上で、その評価法
と被害低減策を整備すべきである

-氾濫流による構造体の破壊・流出

-周囲からの浮遊物の外壁面への衝突などによるガラス窓や外壁の破壊

-流水の基礎地盤の洗掘による建築物の傾斜や流出

-建物周囲の止水性が高い木造家屋での浮力による浮上・流出

9

４．提言の内容

氾濫流
浮遊物の
衝突

基礎地盤
の洗堀

浮力

水害による建築構造技術面の多様な被害パターン



地域の特性と建築物の被災 【田村和夫氏提供】

宮城県 大郷町（2019年台風第19号）
⇒ 破堤に伴う氾濫流による被害

岡山県 倉敷市真備町（2018年西日本豪雨）
⇒ 破堤に伴う低地への広域な浸水被害

長野市（2019年台風第19号）
⇒ 破堤に伴う氾濫流による被害
低地への広域な浸水被害

熊本県 人吉市、球磨村（2020年7月豪雨）
⇒ 山間部を流れる河川氾濫流による被害
越流による河川流域の広域浸水被害

地図は国土地理院浸水推定図による



破堤による被害（1） 【田村和夫氏提供】
堤防決壊により建築物には高流速の泥流により大きな被害が生じる

2019年長野市

2019年大郷町 2019年水戸市

2019年長野市



破堤による被害（2） 【田村和夫氏提供】
堤防決壊により土砂の流入、敷地地盤の洗掘による被害も生じる
ただし、大河川流域を除き被害地域は限定的

2019年長野市 2019年長野市

2019年長野市 2019年佐野市



氾濫流による被害 【田村和夫氏提供】

堤防決壊を伴わない氾濫流による建築物の被害
場所や地形により家屋流出などの大規模な被害も生じる

2020年球磨村

2020年球磨村

2020年人吉市

2020年人吉市



高気密高断熱住宅の浮上による被害 【田村和夫氏提供】
（2019年台風第19号：長野市にて）

堤防決壊地点付近の住宅
浮上して200m近く移動した後に着地
した。外壁、窓ガラスが一部損傷し室
内にも浸水。
建物は解体された。

堤防決壊地点からは離れた地点の住宅
浮上して傾いて電柱に上部がぶつかり、
ほぼ元の位置に着地した。外周窓ガラス
が一部損傷し室内にも浸水。
建物は解体された。

室内浸水対策＋浮上対策＋漂流物対策



浸水による被害 【田村和夫氏提供】

建物室内への浸水による建物内部、設備、家具等の被害
多くの廃棄物が発生し、建物が解体されることもある

2018年倉敷市

2019年いわき市

2019年丸森町
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４．提言の内容

水害による被災 復旧性能

床下空間の換気・乾燥

復旧作業をしやすいデザイン

防水性・撥水性・速乾性を
備えた部材の活用

2)-③ 水害からの復旧性能の高い建築物の開発

・一定レベルの浸水に対しては室内に水や土砂を入れないようにし、室内に
浸水した場合も想定して防水性・撥水性・速乾性を備えた部材で部位を構
成すること。

・室内に入った水や土砂の排出、室内外の清掃・殺菌・乾燥・消毒作業等
復旧のための作業が行いやすい材料・工法・建築計画を採用すべきである。

・床下空間の乾燥も検討すべきであるが、自然に乾燥させるのみではなく
換気扇を用いた強制的な床下の換気も効果がある。



2)-④ 事前・被災直後・復旧の各段階での対策技術の整備

・被災前から直後、中長期の復旧過程にわたり、取るべき行動と必要とされる
設計手法・対策技術を体系化する必要がある。

ａ）事前対策

・治水インフラの設計・整備で想定している浸水のシナリオ・ハザードと連携す
る必要があり、これらの情報が公開、提供される仕組みの確立

・発生頻度が異なる多段階の浸水レベル別に対応の基準を設定

ｂ）被災後の短期的対策

・浸水部位の早急な殺菌・消毒・乾燥をさせるための復旧対策技術の確立
とそのプロセスのマニュアル化

ｃ）復旧過程の中長期的対策

・微生物汚染リスクの理解促進と定期的なチェック体制の構築
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４．提言の内容
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４．提言の内容

【出典】田村和夫ほか：建築物の水害対策に関する近年の構造被害をふまえた考察
-日本建築学会の提言に添えて-、レジリエント建築シンポジウム、日本建築学会、2020
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４．提言の内容

〇事前対策：

建築物の洪水に対する対策

・かさ上げ、高床、2階建て

・止水、基礎への固定など

低レベルの浸水
（頻度・高）

高レベルの浸水
（頻度・低）

命は守るレベルの浸水

・室内に水を入れない
・防水と浮力対策
（止水壁や流入孔対策、
基礎への固定）

・浮力の高まりによる流出を防ぐ
ために室内に水を入れる。
・復旧性を高める（内壁等の不
透水化、設備機器を高所に）

・建物の流出を防ぐ
・財産の保全

敷地のかさ上げ 高床式 2階建

止水壁・塀 内壁・天井の不透
水化
設備機器を高所に

基礎への固定 水の流入・
流出孔

浸水防止、避難スペース確保対策

対策無し

【出典】田村和夫ほか：建築物の水害対策に関する近年の構造被害をふまえた考察-日
本建築学会の提言に添えて-、レジリエント建築シンポジウム、日本建築学会、2020



敷地の浸水深に応じて

室内への浸水制御を
行う設計の考え方
（木造住宅の場合）

1階床レベルを高くする

基礎スラブレベル
を高くして浮力を抑える 水を流入させて

浮力を抑える

浸水時流入孔
必要に応じて
常時は閉じる

復旧性の高い
室内仕上げにしておく

排水孔
常時は閉じる

排水孔をあけて
泥水を排出する

【出典】田村和夫ほか：建築物の水害対策に関する近年の構造被害をふまえた考察
-日本建築学会の提言に添えて-、レジリエント建築シンポジウム、日本建築学会、2020
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４．提言の内容

３）都市・地域計画の視点から

3)-① ハザードに対応した都市・地域の計画の策定

・建築分野と土木分野が連携し、地域全体の耐水性の確保を目指す

3)-② 浸水対応型市街地の形成

・住み続けていく必要がある市街地では、水害リスクに対応した浸水対応型
市街地の整備が必要

-浸水深以上の十分な避難空間
-ライフラインが自立可能な拠点空間
-浸水時に外部から支援可能な交通機能空間
-被害を受けにくく復旧しやすい低層住宅

・30年以上の長期戦略、市街地の更新力を活用

・進めるエンジン： 水辺空間の魅力を活かしたまちづくり（「浸水と親水」）
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浸水対応型街づくり：ハード＝「浸水対応市街地の形成」
【出典】加藤孝明（東京大学）【作成】 東京大学生産技術研究所今井公太郎研究室＋加藤孝明研究室
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浸水対応型市街地のイメージ

【出典】 加藤孝明（東京大学）
【作成】 東京大学生産技術研究所今井公太郎研究室＋加藤孝明研究室


