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茨城大学 平成 27年 

関東・東北豪雨調査団成果報告にあたって 

 

 2015年（平成27年）9月10日から関東・東北地方で発生した豪雨による大規模な水害に

際し、茨城大学では支援・協働・研究を行う「茨城大学平成27年関東・東北豪雨調査団」

を結成した。本報告は、その第一報（速報）・第二報（中間報告版）（ネット上で公開済

み）に続くものである。 

 私たちは、地元大学だからこそ可能な支援・協働・研究、短期的・中長期的視野をもっ

て取り組み、最終的には当地に資する成果を還元できるようにすると決めた。茨城大学に

は、サステイナビリティ学の研究・教育を担っている文理融合の地球変動適応科学研究機

関（ICAS）があり、そこには全学部の教員約80人が参加している。そのつながりをベー

スに、文系・理系の諸分野にわたる8つのグループを構成した。以下が、その構成である。 

 

・地圏環境グループ（村上哲・工学部准教授／副団長）  ※括弧内はグループ長 

・農業・生態系グループ（成澤才彦・農学部教授／副団長） 

・空間モニタリンググループ（横木裕宗・工学部教授） 

・情報伝達・避難行動グループ（齋藤修・工学部特命教授） 

・史料レスキューグループ（高橋修・人文学部教授） 

・住宅被害グループ（乾康代・教育学部教授） 

・住民ケア支援グループ（土屋 和子 人文学部講師） 

・学生ボランティア・教育グループ（伊藤哲司・人文学部教授／団長） 

 

 今回の私たちの活動は、常総市などの被災自治体、茨城県、国交省などとの連携が求め

られるものであるし、被災地に関わっているNPO法人などとも協力していく必要がある。

その上で、さまざまな人々との対話を重視した、おそらくあまり前例のないトランスディ

シプリナリー（超学的）なアクションリサーチ（協働と調査）を展開していきたいと考え

た。 

 当初このようなスタンスで始めたものの、グループごとに進捗は様々であり、諸事情で

あまり進めることのできなかったところもある。今回の報告は、これらのうち次のグルー

プのものに限定されることをお断りしておきたい。なお学生ボランティア・教育グループ

は住民ケア支援グループに統合され、代表も替わっている。 

 

・地圏環境グループ（村上哲・工学部准教授／副団長） 

・農業・生態系グループ（成澤才彦・農学部教授／副団長） 

・史料レスキューグループ（高橋修・人文学部教授） 

・住民ケア支援グループ（伊藤哲司・人文学部教授／団長） 



 

 当初からすると、規模もカバーする範囲も縮小したが、今回報告のない分野を閉じてし

まったというわけでは必ずしもない。今回の報告に対するコメント等をいただいた上で、

次年度の体制をあらためて組みたいと考えている次第である。 

 逆に、ここまでの活動のなかで、新たに環境を強く意識した防災教育に関する教材づく

りに着手しているという点は、以前にはなかった点である。学校の先生方などを通じて行

う、この地域の歴史・文化・習慣にも根ざした防災教育の展開は、常総市の復興計画にも

盛り込まれていると聞くし、私たちもその中で何らかの役割を果たしていきたいと考えて

いる。 

 常総市などで犠牲者が出てしまったこと、そして多くの家屋や田畑などの生活基盤が被

害を受け、なお困難な状況に置かれている方々に思いを馳せ、この機会をひいては地域と

大学の新たな関わりにまで発展させたい。忌憚のないご意見をいただければ幸いである。 

 

2016年3月25日 水害から約半年が過ぎて 

調査団長／ICAS機関長／人文学部教授 伊藤哲司 

 

本報告書の内容に関するお問い合わせはICAS事務室まで 

電話・FAX：029-228-8787 

メール：910suigai-leaders@ml.ibaraki.ac.jp 

 

報道関係のお問い合わせは広報室（担当：山崎）まで 

電話：029-228-8008 

FAX：029-228-8019 

メール：koho-prg@ml.ibaraki.ac.jp 
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【地圏環境グループ】 
1.1 異常な降雨特性 

【状況】鬼怒川決壊に関わっていると考えられている降雨特性については以下のことが指

摘されている。 

ⅰ)上流からの大量な雨量が下流に集中した。 

ⅱ）2つの台風による“線状降水帯”が形成され異常な降雨量につながった。 

ⅲ）扇子状に広がった上流の河川流域に大量の降雨が続き、 上流のダムは十分貯水の機能

を果たしていたにもかかわらず、大きな洪水の塊が河川流域下流部に集積し、下流部の脆

弱な箇所で越水したと考えられる。 

 
しかしながら、これらが地球温暖化とどう繋がっているのかは不明であり、今回に限って

は、明言するのは難しそうである（筑波大学・日下博幸准教授による）が、図-1.1 に示し

た ように、1 時間毎の C バンドレーダの雨量画像である。線状降水帯が長時間、関東にか

かっていたことはわかっている。 
 また、このような。線状降水帯に伴う土砂災害や地盤災害の発生は、鬼怒川結果維持に

限ったことではなく、2013 年伊豆大島土石流災害や 2014 年広島土石流災害時にも発生し

ていたことが確認されており、地球温暖化とのかかわりを明確にして、対応策を考えてい

く必要がある。 
 

 
                             

図-1.1 レーダ雨量状況（2015 年 9 月 10 日 9：20～12：20） 
（出典：国土交通省「川の防災」HP） 
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1.2 堤防決壊 

【状況】三坂地区の堤防決壊は越水が最大の原因でした。越水により堤防裏法が洗掘され

堤防が破壊しました。堤防の破壊により河川水が堤内地に流入しました。堤防決壊した近

くでは、水の流れが速く、家屋や道路など甚大な被害を受け、避難も困難な状況になりま

した。 

【提言】堤防高さや河川傍の地盤高さが低い場所では越水しやすい場所と言えます。身の

回りの地形や堤防の特徴と各種河川水位の関係を知っておくことが重要です。 
 

 

図 1.2(a) 鬼怒川常総市での決壊箇所と溢水箇所 

 

図 1.2(b) 堤防高さと河川水位の関係 

 
【解説】平成 27 年関東・東北豪雨による県内河川の堤防の決壊・越水被害は、茨城県災害

対策本部の報告 1)によれば、利根川水系 16 河川で、決壊 5 箇所、越水 22 箇所、鬼怒川水系

6 河川で、決壊 2 箇所、越水 15 箇所、那珂川水系 4 河川で、越水 4 箇所であった。河川堤

防には計画高まで構築された完成堤防や計画高水位以下の暫定堤防もある。若宮地区で破

堤は暫定堤防で生じた。これは、施設の能力を上回る河川流量により越水が生じ破堤に至

ったことが大きな要因であるが、堤体土質材料の性質や当該地域で生じている地盤沈下に

よる影響も考えられる。住んでいる地域の堤防の特徴と地盤の性質を知っておくことも必

要です。 
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1.3 溢水 

【状況】常総市若宮戸では河畔砂丘の地形が改変された２カ所で溢水があり、集落に大き

な浸水被害をもたらしました。下妻市前河原では洪積台地上で溢水があり、台地を刻む谷

地形で長時間水が浸水しました。 

【提言】地形分類図から浸水リスクが高い箇所を知ることができます。また、人工的に地

形を改変した箇所も、浸水リスクを増大させる可能性があり、要注意です。 
 

 

図 1.3(a) 常総市若宮戸周辺の空中写真（2015 年 9月 11日国土地理院撮影） 

 

図 1.3(b) 下妻市前河原周辺の治水地形分類図（国土地理院） 

 
【解説】常総市若宮戸には河畔砂丘が存在しますが、周辺より標高が高いため無堤防区間

となっています。砂丘は複数列有り、多くの溢水は河川側の砂丘のみの溢水で、内陸側の

比高の大きな砂丘は溢水していませんでした。北部の砂丘を掘削した箇所（図 1.3(a)の A
地点）と南側の横断道路の箇所（同 B 地点）で溢水を起こして、若宮戸での浸水を発生さ

せています。下妻市前河原では、無堤防区間の洪積台地で溢水が発生し（図 1.3(b)の A 地

点、B 地点）、背後の台地を刻む谷地形で長時間浸水し、立地する温泉施設などに甚大な被

害が発生しました。このような地形は浸水リスクが大きく、国土地理院作成の土地条件図

や治水地形分類図などで、水害リスクの高い地形を知ることが可能です。 
 

A 

B 
 

A 
B 
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1.4 漏水 

【状況】鬼怒川をはじめ周辺の東仁連川、向掘川で漏水が生じました。漏水地点の一部で

は砂が噴出した痕跡が確認されました。漏水は破堤の要因の１つですが、鬼怒川沿岸では

水防活動により土嚢を積み上げる漏水対策等が施されました。 

【提言】漏水は破堤の要因の１つです。洪水時堤防から水が染み出したり、噴出していた

りした場合は、市や河川管理者へ報告することが必要です。 
 

  

図 1.4(a) 漏水対策の例（左：釜段工、右：月の輪工） 

 

図 1.4(b) 洪水時の漏水対策の例 

 
【解説】破堤の要因には、鬼怒川堤防で見られた越水によるもの、漏水が進展して生じる

パイピングやボイリングによるもの、堤防の洗掘によるもの、水の浸透による堤防の強度

低下などがあります。これらの内、鬼怒川沿岸では漏水が比較的広範囲で観測されました。

幸い対策が施されたこともあり破堤に至ることはありませんでした。漏水の生じる要因と

しては、河川水位高さ、堤防高さ、堤内地地盤高さの幾何学的な関係と、堤防や地盤を構

成する土質、更に、河川の蛇行による攻撃斜面であるか否かや、河道変更による旧河道と

の接合部など地形的要素など複雑です。漏水の対策は、堤内地側に土嚢を積み上げて漏水

箇所に水圧をかけることによって流出水の速度を抑えることが行われます。この対策によ

り、堤防を構成する土粒子が流出するのを防ぎます。 
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1.5 浸水域 

【状況】国土地理院が行った調査によれば、常総地区の浸水面積は 9 月 11 日で 31km2、9

月 12 日が最大で 40km2、その後は徐々に低下し、9 月 16 日で 2km2であった。流入点は若宮

戸地区と三坂地区であり浸水域の北部に位置するが、緩やかではあるが低い方へ水が流れ

たため下流部の水海道地区までも浸水域となった。 

【提言】今回の浸水実績図や洪水ハザードマップ等により土地の浸水リスクを把握してお

くことが重要です。 
 

 

図 1.5 浸水実績図（国土地理院提供） 

【解説】鬼怒川と小貝川で挟まれた地区は、河川水位よりも低い土地（低平地）であり、

今回のように河川水が流入するとなかなか排水できない特徴があります。地盤沈下により

その低地化が進んでいる可能性があり、今後の詳細調査が必要と考えます。 
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1.6 建物被害 

【状況】茨城県災害対策本部による台風 18号により発生した住家被害件数を表に示します。

常総市では、全壊 50件、大規模半壊 1、113件、半壊 2、772件におよび、甚大な住家被害

が生じました。浸水による被害だけでなく、水流による建物基礎地盤の洗掘や建物自体が

流される被害で生じました。 

【提言】河川沿岸で越水や溢水が生じるとその近傍の建物は大きな被害を受けます。また、

堤内地では浸水による被害が生じます。国土交通省や市が公表している洪水ハザードマッ

プを参考に、被害の生じる可能性をあらかじめ知っておくことが重要です。 
 

表 1.6 住家被害件数 1.6） 

住家被害 件数 内訳（件数） 

全 壊 50  常総市 50 

大規模半壊 1、113  常総市 914、筑西市 68、下妻市 1、境町 130 

半 壊 2、922  
古河市 13、結城市 11、常総市 2773、筑西市 3、つくばみらい市 13、 

境町 109 

床上浸水 111  
古河市 1、結城市 38、下妻市 54、常陸大宮市 3、坂東市 9、 

つくばみらい市 1、八千代町 2、神栖市 3 

床下浸水 2、959  

水戸市 5、土浦市 1、古河市 16、石岡市 5、結城市 155、龍ケ崎市 1、 

下妻市 106、常総市 2264、笠間市 3、取手市 12、つくば市 1、常陸大

宮市 3、筑西市 18、坂東市 66、かすみがうら市 3、桜川市 2、神栖市

7、つくばみらい市 21、茨城町 3、城里町 4、八千代町 9、境町 254 

※床上浸水は全壊、大規模半壊、半壊にいたらないもの 

※常総市は戸建住宅のみの調査であり、今後、集合住宅の調査により増える見込み。 
 

 

【解説】平成 27 年 9 月 9 日〜11 日の平成 27 年関東・東北豪雨では茨城県内において浸水

や水流により家屋が大きな被害を受けました。常総市においては、三坂町の破堤箇所およ

びその上流部に当たる若宮戸から溢れた水が市内へ流れ込みました。鬼怒川と小貝川で挟

まれた地区の大部分が浸水し、また、浸水した水が引くにも１週間程の時間を要しました。

河川から水が溢れ出た河川沿岸地区では、流水により建物基礎地盤の洗掘や建物自体が流

され、被害を一層深刻化しました。国土交通省では、「水防災意識社会 再構築ビジョン」

を平成 27 年 12 月 11 日に発表しました。河川堤防の決壊に伴う洪水氾濫により、木造家屋

の倒壊のおそれがある区域を、家屋倒壊危険区域と定める方向で注意を促しています。ま

た、国土交通省や市町村から洪水ハザードマップでの浸水域と浸水深が公開されています。

浸水深が深いエリアでの宅地では床を上げるなど、浸水リスクを低減させる対策が必要と

考えます。 
【参考】1.6) 茨城県災害対策本部：平成 27 年 9 月関東・東北豪雨による本県の被害及び対

応について（2015 年 10 月 20 日 16：00 現在）） 
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検体数　（件）

① 2015/9/19～9/23 125

② 2015/9/25～10/1 167

③ 2015/10/4～10/8 78

④ 2015/10/12～10/15 86

⑤ 2015/10/18～10/31 125

⑥ 2015/12/6～12/20 35

計 616

検体受付期間

1.7 井戸水（地下水）の水質 

【状況】上三坂の堤防決壊や若宮戸の溢水により、当該地域近傍のみならず、上流から下流

に位置する地域までも甚大な浸水被害をもたらしました。特に、下流域の平町地域では、浸

水深さは 4m 程度にも達しました。 浸水に伴い家屋など甚大な被害を受けると共に、井戸水

の水質悪化にも大きな影響を及ぼしました。 

【提言】浸水に伴う井戸水の水質悪化（一般細菌等や大腸菌群の検出）は、常総市内の浸水

地域全体に及んでいると言えます。保有している井戸が浸水した際、井戸の上部に蓋をして

いる場合でも、濁水等が井戸に流入し水質検査では飲用には「不適合」となること、また水

質が改善するまでには相当な期間を要することを知っておくことが重要です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 1.7(a) 常総市内の浸水した井戸例 

 
表 1.7 水質調査の検体受付期間と検体数   

 

 

 

 

 

 

 

＊水質検査結果は、茨城県生活環境部（①～⑤）        

および常総市役所（⑥）からご提供頂きました。    図 1.7(b) 各期間における水質検査結果 

【解説】平成 27 年関東・東北豪雨により大きな浸水被害を受けました。井戸水の水質悪化

（一般細菌等、大腸菌群の検出）もその中の 1 つです。2013 年度における県全体の井戸水

の水質検査で不適合率は、一般細菌等が 20.3%、大腸菌類が 3.4%でした。しかし、今回の

浸水被害により、図 1.7(b)①の浸水直後の不適合率は、一般細菌等が 80%程度、大腸菌類が

60%程度にまで跳ね上がっており、特に大腸菌群においては 2013 年度の検査結果に比較し

て約 30 倍という結果になっています。また、大腸菌群は、時間経過と共に不適合率が徐々

に低下傾向を示すものの、一般細菌等については低下傾向がほとんど見受けられません。 
以上より、井戸水を飲用に使用している場合、継続的に水質検査を受けることが重要で

す。 
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1.8 災害廃棄物 

 

【解説】災害廃棄物の一次仮置場の選定においては、搬入が容易な道路に面していること、

民家から離れていること、広い面積が確保できること、管理が容易であること、生活環境

保全上の支障が生じる恐れが少ないこと等を勘案する必要があります。 

石下交流センター東側駐車場の一次仮置き場は、防塵ネットとフェンスで囲まれたアスファ

ルト舗装上に、廃棄物が仮置きされ、重機により破砕・分別作業が実施されていました。 

坂東市神田山の宝堀球場に設けられた一次仮置場は、段丘地形上に位置し、周辺の水田

より、2m 程度高くなった芝生の球場に廃棄物が仮置きされていました。混合廃棄物の高さ

は 2～3m 程度と比較的低く積まれていました。廃棄物は分別が進んでおり、畳・マット・

布団類、家電類、タイヤ類等がブロックにまとめられていました。また、水田に近い地面

には、深さ 50cm 程度の溝が設けられており、雨水の水田への流入・浸透を低減させている

ものと思われました。災害廃棄物の環境汚染リスクを低減する観点から、極めて重要な措

置であると考えられます。 

【参考】1.8) 常総市：平成 27 年 9 月関東・東北豪雨により発生した災害廃棄物処理実行計

画（第 1 版）、2015 年 11 月 17 日 

【状況】常総市内には計 12カ所の災害廃棄物一次仮置場が設置されました。そのうち 7 か

所の一次仮置場の現地調査を実施しました。仮置場における廃棄物の堆積の仕方は概ね適

切であり、仮置き場からの流出水による汚染対策が施されている箇所もありました。分別

が進んでいない混合ゴミが多く残っている仮置場もありましたが、概ね粗選別が終えられ、

分別保管や分別処理が完了した仮置場がほとんどでした。 

【提言】一次仮置場に搬入される災害廃棄物は、一次仮置場で選別スペースを確保して、

種類別（木くず類、金属類、コンクリート類、家電類、可燃物、不燃物、危険物、土砂等）

に粗選別を行うことが、その後の焼却処理、再利用・再生利用、埋立処分や、跡地の早期

復旧のためにも重要です。 

表 1.8 調査した災害廃棄物一次仮置場 

No. 一次仮置場 面積(㎡） 備 考 1.8） 

1 きぬアクアステーション 約 35,000 下妻市内、周辺に民家等はない 

2 クリーンポートきぬ北側用地 約 20,000 下妻市内、民家近い 

3 石下交流センター東側駐車場 約 8,300 周辺は市街地 

4 豊田球場 約 10,000 坂東市内、周辺に民家等はない 

5 圏央道常総ＩＣ用地 約 7,000 ＩＣ建設現場内、民家等はない 

6 ポリテクセンター茨城 約 6,000 国道沿い、民家が近くにあり 

7 宝堀球場 約 25,000 水田に隣接する 
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1.9 災害激化と地域防災力 

【状況】今回の激甚災害は、(i)記録的豪雨、(ii)堤防の脆弱性、(iii)地形・地質・地盤的

脆弱性が複合した結果と考える。過去の水害における被害、復旧、復興状況と対比させ、今

後の我が県における突発的激甚豪雨水害に対して、被害を最小限に留めるとともに被害から

いち早く立ち直り元の生活に戻ることができるレジリエンス強化による適応策の提案が求

められている。 

【提言】下表は、災害を甚大化させた要因とそれに対応した方策を纏めたものである。地域

の防災力を強化するために、ハードウェア対策、ソフトウェア対策、ヒューマンウェア対策、

コマンドウェア対策など、多面的な取り組みにより、災害に強いまちづくりが実現可能とな

る。 
 
             表-1.9 災害の要因を考慮した対応策 
側面 要因 対応策 

自然科学的側面 降雨と災害激甚化の関係性 関連の情報の集約と解析 

堤防の特性 構造的補強と材料的改良の組み合わせ 

後背地の地形・土地利用状況 水害に与えた影響の解明 

社会科学的・ 
人文科学的側面 

情報伝達の方法 ICT や ICRT の開発と利活用 

意識啓発 社会防災教育の推進と行政との連携 

防災計画 地域特性を生かした計画の提案と推進 

政策的側面 情報収集と情報伝達の方法 課題の整理と地域特性を生かした解決
方法の 
提案と実践 

避難訓練 ・ステークホルダーの一層の連携 
・教訓の伝達と継承 

リスクコミュニケーション コミュニティと行政の連携 

 
【解説】 
＜ハードウエア対策＞としては、安定した水際線の土構造物の安定性を増加させる一つの
方法として、(i)堤防の下層部はしっかり締め固めて摩擦力を増加させる一方で、(ii)堤防の
上層部はセメントなどの固化剤を混合して粘着力を増加させる、というようなハイブリッ
ドな地盤改良を施すことが粘り強い堤防を構築する、簡単でわかりやすい方法として推奨
できる。また、状況に応じて、原状復旧から強化復旧に転換する方策も考えるべきである。 
＜ソフトウエア対策＞としては、新潟県など、低平地を有する地域における水害対策をレ
ビューして、学ぶべきところはどこか？という立場で整理を行うことや、SNS などユビキ
タスな避難警報のツールとシステムの開発を進める。 
＜ヒューマンウエア対策＞として地域と連携して地域の経験や住民の伝統的・日常的な知
恵を生かした防災対策を構築する。そのためには、ヒアリング調査などを実施する必要が
ある。 
＜コマンドウエア対策＞としては、(i)地形特性に合った土地利用計画を進めることや(ii)産
官学の連携の下に、SNS など、災害弱者でも容易に操作できるユビキタスな避難警報の伝
達機器と方法の開発を進めることが重要である。 
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1.10 防災教育への実装に向けた取り組み 

【実施概況】 2015 年 9 月に発生した関東・東北豪雨水害を受けて、将来、水害時に学校

や地域で被害を最小限に留め、地域を早期に回復することが必要である。そのために、学

校教育におけるこれまでの防災教育に加えて、実体験をふまえた学習と水害の教訓を活か

した教育を実施し、水害に負けない持続可能な社会の構築を目指して、20 年後に地域を支

える人づくりをすることが重要である。 

 茨城大学関東・東北豪雨調査団では、トランスディシプリナリーなアクションリサーチ

により、地圏環境、農業・生態系、空間モニタリング、情報伝達・避難行動、史料レスキ

ュー、住宅被害、住民ケア支援、学生ボランティア・教育の 8 テーマについて調査を行い、

防災計画に役立ちうる基礎資料作成やデータ整備、支援のあり方についての提言を行って

いる。本調査団では、その調査結果を学習財産として提供し、小学校の教員の方々が理科・

社会等の豪雨水害関連科目や総合学習の時間の授業の中で指導用教材として活用すること

で、今後も、被災地に大きく貢献していくことを 2015年 12月に決定した。 

 

図 1.10 防災教育の上位目標 

具体的には、常総市における H27 年の豪雨水害の被災時の状況、H27年の豪雨水害の被災

後の状況、次の災害に備え強くなるための教訓をまとめ、教員向けの防災教育テキスト「豪

雨水害への準備と心構え～被害を最小限に留め、地域を早期に回復するために～」（案）と

して、提案を行っている。 

【解説】 

 これから防災教育に取り組もうとする方（特に小学校教員）が、防災教育が目的とする

知識、態度、技能のうちの「知識」（基礎情報）を得ることを目的としている。関東・東北

豪雨水害被災時における災害の科学的メカニズム、被災後の復旧や支援の状況、次の災害

に備え強くなるための教訓の要点を理解し、理科・社会等の科目や総合学習の時間の指導

用教材として使用できるようにする。教育関係者のみならず、地域住民の参加も得て、テ

キストに地誌、歴史、風俗情報を取り込み、地域に根ざした教材を作成していくことが重

要である。 
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【農業・生態系グループ】 

2.1 農地の被害 

【状況】水害を受けた地域で、今回は堤防決壊箇所周辺および越水箇所周辺地域の農地、

主に水田の状況を調査した。２ヶ月を経過した時点でも、収穫をせずに放置した状態の水

田が多く認められた（図 1(a)）。決壊箇所に近くなってくると土砂等の堆積が顕著になって

きて、水田全体が砂で覆われている箇所も認められた（図 2(b)）。また、瓦礫も、未だに多

くの箇所で残っていることが確認できた。 

 

 

図 2.1(a) 収穫を放置した状態の水田（2015 年 11 月 10 日） 

 

図 2.1(b) 瓦礫、川砂、ヘドロが数 10ｃｍ堆積している水田（2015 年 11 月 1 日） 

【解説】農家の被害状況例（2015 年 11 月 1 日）：水稲は 2/3 は収穫が済んだが、のこり 1/3
は未収穫である。収穫・調製後の米約 54 袋は水浸しのため廃棄処理。2 袋のみ食用として

の利用が可能であった。農業機械・施設などの被害は、軽トラ 2 台（廃棄）、トラクタ 1
台（修理中）、コンバイン（購入 3 年目、廃棄、購入価格 800 万円）、田植え機（購入 2 年

目、廃棄、購入価格 270 万円）、もみすり器、選別機など一式を廃棄、育苗ハウスが全壊、

排水路が泥で詰まっている。水田については陸田であり、共同での井戸水利用である。用

水は井戸ポンプであるが、まだ稼働していない。水田を継続するのは困難である。農業機

械がすべてダメになったため再起できない。 
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【史料レスキューグループ】 

3.1 地域の新しい魅力を発掘／被災の記憶と教訓を後世へ 

【目的】地域の文化遺産には、かつてその場所で生活した先人が長い時間をかけて積み

重ねてきた経験と、そのなかで培ってきた知恵や教訓が刻まれています。それらを水害

から救い出し、常総の新しい魅力を発掘します。また、文化遺産を通して災害の歴史を

学び伝え、住民の防災意識が向上することを目指します。 

【状況】常総市教育委員会やボランティア団体の茨城史料ネットと協力し、常総市内の

文化遺産の被災状況を調査し、必要に応じて救出・保全しました。現在も、常総市、茨

城大学、東北大学などにおいて、被災した文化遺産の洗浄・乾燥作業を続けています。 

【提言】これまで繰り返されてきた水害の歴史に目を向けて、被災の記憶と教訓を共有

しておくこと、そして、このような地域の豊かな歴史が刻まれた文化遺産を地元で安定

的に保存・活用できる環境を整えておくことが重要です。 

 
 
【解説】茨城県、常総市教育委員会、東北大学災害科学国際研究所、茨城大学、そして茨

城史料ネットをはじめとする全国の資料保存ボランティアが相互に協力し、常総市の民間

所在の古文書・書画 1,000 点と行政（公）文書 25,000 点が救い出され、保存に向けた処置

が施されつつある。これらは、常総地域の新しい魅力を発掘するための「資源」であるだ

けでなく、過去に起きた災害の記憶や教訓が刻まれた貴重な「教材」でもある。被災地の

みなさまの「心の復興」と災害に強い地域社会づくりに役立てたい。そのためには、今回

救い出したものを現地で安定的に保存・活用するための体制の構築が急務である。 
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【住民ケア支援グループ】 

4.1 災害時のメンタルヘルスケア：水害の場合の特徴と対処 

【実施概況】水害時のメンタルヘルスケアについて文献検討をした上で、10月から 11月に

欠けて、NPO コモンズを通して被災者が直面している心理的な困難について情報を収集し

た。1月に市民の集い、交流会などに参加し、被災者の心理状況を直接聴き取った。常総市

地域の特性と、水害という自然災害が交錯した上での独特の心理的ストレッサーが発生し、

メンタルヘルスに悪影響を与えていることがわかった。その上で対処について検討した。 

文献検討 

危機的な出来事が人々に与える心理的な影響とその対応については、WHOが作成した PFA（Psychological 

First Aid）が、各言語に翻訳されて用いられている。ここに自然災害時の基本的なストレス反応は解説され

ている。しかし実際の自然災害は国や時期、コミュニティの特徴によって異なる影響を与える。広島豪雨

災害に関する文献、常総市の地域性に関する文献の検討も重ねた上で分かったことは、何をどのように喪

失するかという、喪失の個別性がメンタルヘルスケアの方法に強く影響を与えることである。今回の水害

については天災と人災が重なったととらえる住民が多かったこと、家屋を中心とした物理的な損害への復

興の見通しが立ちにくいことで、暴力的な喪失感をもたらし、無力感をもたらす可能性が高いと考えられ

た。 

住民への聴き取り 

住民であり支援もしている NPO メンバー、市民の集いに集まった

住民の方々、他市へ転居した方々向けの交流会での聴き取りを通し

て、コミュニティが崩壊するのではないかという危機感（故郷の喪

失）がメンタルヘルスを悪化させている可能性が見出された。故郷

の喪失は例えば東日本大震災による津波被害と異なり、土地はあり物

も残っているのだが、「この土地に住み続けることを選択しない人が

増える」という、いわば郷土愛の喪失と落胆であった。交流会では若い学生がいることが高齢者の方々か

ら喜ばれたが、次の世代とのつながりへの希求とも考えられた。 

 

【解説】 

 国内外の様々な自然災害に関する心理支援の研究から、喪失のケアが重要であることが

分かっている。関東・東北豪雨が常総市にもたらした喪失は、物理的な喪失もさることな

がら、「想い」の喪失が核となっていると思われる。それは住民一人一人の心の中から少し

ずつ「この街に住み続けたい」という想いを奪ったことが要因になっており、少子高齢化

が進む地域ではどこでも同じことが起きる可能性が高い。メンタルヘルスケアで重要なこ

とは、この喪失感への共感と、ばらばらになりそうな住民の気持ちをつなげる支援であろ

う。雨降って地固まるということわざは今回、あまりにも過酷だが、個へのケアだけで無

くコミュニティのケア、災害を乗り越えてこの街に住みたいと思う気持ちを起こさせる物

理的、心理的支援がメンタルヘルスケアに必要である。 

図 つくば交流会（1/30）で市民の話
し相手になる学生ボランティア 
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4.2 外国人被災者のメンタルヘルスケア 

【実施概況】H27 年 9月に発生した関東・東北豪雨により、常総市在住の外国人（約 3,000

人、約 2,200 世帯、当時）は、日本人在住者と同様に被災した。NPOや常総市による外国人

向け生活復旧相談会や学習支援活動等で、被災状況の情報収集やボランティアとの生活再

建支援が行われているものの、住宅修復の遅れ、人口流出、地域の衰退化等の問題の発生

が懸念されている。そのため、たすけあいセンターJUNTOS との協力により、常総市で最も

在住割合の高いブラジル人被災者を対象に、学生ボランティアによるポルトガル語通訳で

非構造化インタビューを実施した。インタビュー結果から、水害発生からの生活、外国人

として特に困っていること、水害の教訓や将来の不安などの心理的変化について分析し、

地域再生と減災に向けて求められる外国人住民ケアのあり方を検討した。 

 
インタビュー概要 

調査日：2 月 19 日および 2 月 24 日 対象者：日系ブラジル人二世・40 代女性の 2 名 

被災状況：浸水により自宅半壊、避難生活後、常総市内のアパートへ家族と引っ越し生活している 

主な結果： 

当日、役場から越水前に避難するように電話が来たが、雨が降っているだけなのにと不思議に思った。電

話がなければ避難しなかった。／水害発生当時は、「何とかなる」と信じ家族の事に集中したが、しばらく

はコーヒーや食事が喉を通らなかった／17 年間日本に住んでいて日本人との個人的な関わりはあったが、

水害を機に初めて日本の団体と関わった／避難所で列に並んでいるとじろじろ見られたりするのが恥ずか

しかったり、日本語が話せないために申し訳なく遠慮してしまうことがあったが、災害ボランティア団体

に日本人以外でも支援を受けられますよと教えてもらった／日本語が話せないことは辛い／日本人の対応

は早く適切で、みんな感謝している。ブラジルではこうはいかない／友人でご飯もろくに食べられないほ

ど経済的に困っている友人がいるので、被災後、時々生活費を渡したり、食べ物をあげたりしている。 

 

【解説】 

常総市の外国人被災者が直面している状況のパイロットスタディより、外国人被災者に

対する日本人の親切さが浮き彫りになると共に、激甚豪雨水害の心的ケアの改善とサポー

トの必要性が明らかになった。特に、支援をしてもらいたい時に、外国人からは言えない

現状があるのではないかと考えられる。大学や研究機関が中心となって、さらにエビデン

スを積み重ねることが必要である。また、マジョリティだけの声を復興計画等に反映する

のではなく、外国人だけではなく、どんな市民にとっても住みやすいユニバーサルデザイ

ンを描きながら、マイノリティの声も丁寧に拾い上げることの重要性を認識していく必要

がある。 

今回、調査対象とした常総市のみならず、外国人在住割合の他都市においても、災害が

発生した時および復旧・復興期の外国人被災者の心的ケアが必要と考えられるため、今後、

常総市や連携団体の取り組みとして、外国人住民にとっての災害復興モデル地域となって

いくことが望まれる。 
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4．3被災住民が集う場づくり：住民と学生の関わりをとおして～学生ボランティアの関わりと学び～ 

【実施概況】 3月20日（日）北水海道ビジネスホテルの食堂で「こなもん交流会」を開催した。参加者は、住民

のみなさん 14 人、住民ボランティア４人、学生ボランティア６人、一般ボランティア４人、NPO コモンズ５人、茨

城大学教員２人であった。内容は、大洗のご当地グルメの「たらし」を作り、食した。また、大学教員が常備食

をストックローテーションの実践のメニューを紹介し、ライフスタイルを大切にした災害への備えを共有した。

被災住民の集う場を作り、共生意識を育む場の礎作りを探索的に検討する。 

 
写真１：こなもん交流会の様子        写真２：自己紹介をする学生と住民のみなさん                        

〇参加した住民の皆さんの声 

・初めての「たらし」とっても美味しかった。又、こんな時間がほしいです／家に１人でいても寂しいので、みんなと話ができる場が楽

しい／私達はまだ見捨てられていないと思った／役に立つことを教えてほしい／やっと笑えるようになった／若い人と話せて楽しい 

〇住民ボランティアの方の声 

・自分たちの地域を災害をきっかけに絆を深めて、盛り上げたい／被災の程度で申し訳なく思い疎遠になってしまうことが多かった

が、このようなことをやると再会できるきっかけになりうれしい／みんなの笑顔を見られてうれしい／まだ作り笑いの人もいる 

〇参加した学生の声 

・未だに水の跡が残って いたり、農地の使用が止まっていたりとその傷跡は深く残っており、正直なところ驚きました。半年が経過

し報道で目にする機会が減ってきても、それが＝復興 ではないということに改めて気づかされました／現場から発信していくこと

が大切だと思いました／一見元気そうでも、実際に話をしてみないと本当はどうなのかわからないもんだな、と思いました。その人

の心の声を聞けたのは、一緒にご飯を食べ、雑談ができる場があったからだと思います。 

〇ボランティアコーディネーターの声（NPO コモンズ） 

・年齢や立場、役割など多様なセクションの人が関わることで思ってもみない相乗効果がうまれる場となりました。住民だけではで

きなかったことが災害をきっかけに災害前よりよい取り組みができる、いろんな人が地域のために関わるようになる復興という言葉

の象徴的瞬間といってもいい取り組みでした。そこには専門性やアカデミックな関わりがとても重要だと思っていて、茨城大学さん

が関わってそれぞれの専門性も生かしながら場をよくしようとしてくださったことに価値があると思っています。  

【解説】 

 自分の地域はこれからどのような町になっていくのか。地域住民が主体的に関わることが大切である。

行政や政治家などのまちづくりの専門家でなくとも自由に対等に意見を交わし合い、現状の困難を共有

し、社会に参画していくことが、持続可能な社会を築く。今後も地域住民の声に耳を傾けながら、空間、

時間、思いを共有する場を探索的に設定していく。単に居場所作りのイベントを企画するのではなく、

地域住民の共生意識を育む場として地域住民の参画を支援する。この災害は不幸にも常総市にとって未

曾有のピンチであった。が、それだけで終わらせるのではなく、持続可能な社会づくりへのための地域

社会の再構築へと転換してゆきたい。 
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4.4 学生ボランティアの関わりと学び 

【実施概況】シルバーウィーク期間中（9月 19日～23日）に水戸市の石塚観光が企画する

ボランティア派遣バスを利用。常総市教育委員会から依頼があった小学校および市立図書

館の清掃作業などにも学生ボランティア派遣を実施。家屋からの流出物拾いと避難所内の

整備作業、被災住民を対象としたお茶会および炊き出しの手伝い等を行った。その後規模

は縮小したが、1月末には、アフガニスタン人留学生が外国人の子どもたちの学習支援を行

なったり、日系 3 世の学生がブラジル人住民へのヒアリングを行ったりするなど、新たな

展開を息長く図ろうとしている。 

      
図 4.4 水海道小学校、常総市立図書館でのボランティア活動の様子（2015 年 9 月） 

 

ボランティアに参加した学生たちの声 
泥かきで泥の量がとてつもなく多く、水の威力のすごさを感じた／被災者が、変わってしまった日常と向

き合っている現状を見て胸が痛くなった／泥で覆われていた家の床がきれいになった喜びが大きかった／

無償のものにもかかわらず、満足感が得られた／直接自分の目で見ることで被害の大きさが分かった／自

然に人間は逆らえないことを実感した／被災者の前向きさを感じた／想像以上に大変で、まだまだ支援が

必要だと思った／日常生活が送れなくなり、生きがいを失ってしまった人が多数いる／家主だけでは手が

足りていない／人のたくましさを感じた／体の不自由な人が被災すると他人が手伝ってあげないと復旧作

業が大変である／発生から数日が経過しても、まだまだ手伝えることがあると知った／災害は他人事では

なく、その復旧の作業も他人事ではないと思った／終わりの見えない作業を被災者が明日も明後日もやる

のかと思うといたたまれなかった／予想以上に時間が短く、やれることが限られていた／自分の家財道具

が捨てられるのがどれだけつらいことなのか分かった／現場ならではのことを多く学べた(砂埃、土煙、カ

ビ臭さ、木の汚れによる浸水度の判断)／テレビ・新聞ではわからないことが現地にあるように思えた／被

災者自身が 1番辛いはずだが心優しく、食べ物・飲み物を振る舞ってくれた 

 

【解説】ボランティアが必要なのは、言うまでもなく災害直後だけではない。時間の経過

とともに、求められるニーズも変わってくる。潜在化していた社会問題が顕在化する災害

のフィールドは、大いに経験を積み多くのことを学べる場所となる。今回の水害では、多

くのボランティア団体が関わり、息長く関わろうとしている団体もあるが、全体としては

徐々に減少していることは否めない。地元の大学として、学生というマンパワーを供給し

続けることは、大変重要でかつ社会的意義が高いものになるだろう。外国人住民が抱える

諸問題も見えてきているなか、外国語（たとえばポルトガル語）に堪能な学生の活躍も期

待される。自分の研究として関わりたいとしている学生もおり、今後安定して関わってい

ける体制作りが、大学側の課題である。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

《資料編》 
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１．地圏環境グループ 

 
村上 哲（工学部） 
安原一哉（ICAS） 
小荒井衛（理学部） 
小林薫（工学部） 
伊藤孝（教育学部） 
須田真依子（農学部） 
熊野直子（ICAS） 
毛利栄征（農学部） 
協力者 
山中稔（香川大学） 
NPO 法人 GIS 総合研究所いばらき 

 
 
 
 

【概要】 平成 27 年 9 月 9 日〜11 日の平成 27 年関東・東北豪雨による茨城県内におけ

る河川堤防の被害や自然地形による水害防衛機能の障害の実態を，地形，地質，地盤など

の視点から現地調査と資料調査を実施した結果と今後の方向性についてまとめた。加えて，

ライフライン復旧までの飲料水確保などの被災時課題克服や住民の意識や学校教育を踏ま

えた地域防災計画への展開について述べている。 
 
１．はじめに 

平成 27 年関東・東北豪雨による県内河川の被害は、茨城県災害対策本部の報告 1)によ

れば、利根川水系 16 河川で、決壊 5 箇所、越水 22 箇所、漏水 3 箇所、鬼怒川水系 6 河川

で、決壊 2 箇所、越水 15 箇所、漏水 3 箇所（国土交通省の報告 2)における鬼怒川堤防の

漏水地点を考慮すると 21 箇所）、法崩れおよび法すべり 4 箇所、那珂川水系 4 河川で、越

水 4 箇所、漏水 1 箇所であった。また，河川堤防の越水，破堤や自然堤防など無堤防区間

における溢水による浸水域の拡大，それに伴う，堤内地における被害やその後に生まれた

水害廃棄物の処理問題，地下水水質の問題など，甚大な被害をもたらした。 
もっとも大きな要因は，記録的豪雨である。図-1.1 は 2015 年 9 月 10 日 9：20 から 12：

20 までの雨量状況を示したものである。1 時間毎のＣバンドレーダの雨量画像である.線状

降水帯が長時間，関東にかかっていたことがわかる。図-1.2 は，関東地方における洪水予

報・水位周知河川管内地図を示したものである。これらのうち、鬼怒川の河川形状が黒色

で示されており、流域全体にわたってはん濫したことが分かる。鬼怒川の基準となる水位
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観測所は図-1.3 に示したように 4 ヶ所である。はん濫箇所の常総市新石下地先(左岸 21km)
は、水位観測所「鬼怒川水海道(右岸 11km)」の 10km 上流地点である.図-1.4(a) の水位観

測所「川島」は,はん濫箇所の 24km 上流にある。はん濫危険水位 2.3ｍは 0：00 頃超過し

ている.水位ピークは 9：00 頃である。なお,5：00 の水位計測値のマイナス反転は計測異

常と推測される.また、図-1.4 (b) の水位観測所「鬼怒川水海道」は,はん濫箇所の 10km 下
流にある.はん濫危険水位 5.3ｍは 7：00 頃超過している。上流はん濫時の 13：00 にはピ

ークの 8.06ｍに達している。図-1.5 は鬼怒川水系の基準水位観測所 4 ヶ所が,水位計測値

のピークを迎えた時刻を示したものである.観測所の区間距離から流速を算出すると,「川

島」～「鬼怒川水海道」間の平均流速は約 9km/時である。このような洪水が過去のそれ

に対しどのようなものかは今後検討する必要があるが，この記録的豪雨が今回の災害をも

たらしたのは言うまでも無い。 
このような多数の河川において堤防被害や越水が生じていることから、破堤，越水およ

び漏水対策箇所について現地視察を行い被災位置の確認と被害の状況について調べた。図

-1.6 がその地図を示している。本報告では，まず，これらの被害について，現地調査と資

料調査に基づいてそれらの状況と特徴について述べる。次に，被災後において生じた水害

廃棄物仮置き場における状況，生活用としての地下水水源の状況などについて調査した。

その上で，この水害が甚大化したメカニズム解明のための整理を行なった。最後に，レジ

リエンスな地域となるべく各種適応策について現段階での方向性を示した。 
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図-1.1 レーダ雨量状況（2015 年 9 月 10 日 9：20～12：20） 
（出典：国土交通省「川の防災」ＨＰ） 

 

 

図-1.2 洪水予報・水位周知河川管内地図 
（出典：国土交通省「川の防災」ＨＰ） 

 
 

鬼怒川 
はん濫情報 
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図-1.3 鬼怒川水系の基準水位観測所位置（4 ヶ所） 
（国土交通省「川の防災」ＨＰより編集） 

地図上の観測所名は位置関係がわかるように追記 
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(a) 水位観測所「川島」の水位変化（氾濫地点より 24 km 上流） 

 

(b) 水位観測所「鬼怒川水海道」の水位変化（氾濫地点より 10km 下流） 
図-1.4 観測点の水位変化（出典：国土交通省「川の防災」ＨＰ） 

出典：国土交通省「川の防災」ＨＰ 

出典：国土交通省「川の防災」ＨＰ 
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図-1.5 鬼怒川水系の水位観測所のピーク水位達成時刻推移（筒井（2015、未発表）による） 
 

 
図-1.6 本調査で確認された破堤，越水および漏水対策地点 

（地理院タイル （標準地図）を加工して作成） 
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2. 河川および沿岸における被害の状況 
2.1 堤防決壊地点の様子 
破堤箇所のうち、鬼怒川 1 箇所、西仁連川 2 箇所、飯沼川 1 箇所、八間堀川 2 箇所を現

地調査で確認した。 

 
(a) 災害後の空中写真（2015 年 9 月 11 日午前 国土地理院撮影） 

 
(b) 災害後の空中写真（2015 年 9 月 13 日午前 国土地理院撮影） 

 
(c) 災害前の簡易空中写真（2004 年～：国土地理院撮影） 

写真-2.1.1 鬼怒川破堤前後の空中写真 
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写真-2.1.2 破堤近傍の様子（平成 27 年 9 月 16 日撮影） 
 
常総市上三坂で生じた鬼怒川堤防の決壊は，今回の水害において当該地域のみならず，

下流に位置する地域までも甚大な被害をもたらした。破堤箇所の災害前後の空中写真（国

土地理院撮影）を写真-2.1.1 に示す。破堤箇所の建物はほとんどが流出しており、破堤時

の水流の凄まじさを物語っている。大きく 2 筋の流れの痕跡が認められ、そこの場所は深

く抉られて、落堀となっている。その間に挟まれたガソリンスタンドは、建物だけはかろ

うじて残っている状況であった。現地の写真を写真-2.1.2 に示す。 
鬼怒川における破堤の要因については、国土交通省鬼怒川堤防調査委員会において詳細

に検討 3),4)されている。委員会資料によれば、鬼怒川堤防の決壊原因は、「鬼怒川流域にお

ける記録的な大雨により、鬼怒川の水位が大きく上昇し、決壊区間において水位が計画高

水位を超過し堤防高をも上回り、越水が発生した。越水により川裏の法尻部の粘性土が洗
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掘され、堤体の一部を構成する緩い砂質土（As1）が流水によって流失し、決壊に至った

と考えられる。浸透（パイピング）については、堤体の一部を構成し堤内地側に連続する

緩い砂質土（As1）を被覆する粘性土（Bc 及び T）の層厚によっては発生するおそれがあ

るため、越水による堤防決壊を助長した可能性は否定できない。浸透（法すべり）や川表

の侵食が決壊原因となった可能性も完全に排除することはできないものの、越水に比べる

とその可能性は小さいと考えられる。」4)としている。 
 

 
図-2.1.1 決壊区間の地質構成（推定）4) 

 
堤防が砂質土とそれを覆う粘性土で構成されていることはこの堤防の特徴として考え

られる。特に、堤防の基部となっている砂質土の存在が堤防の破堤を助長させた可能性に

ついて指摘している。「鬼怒川小貝川 自然・文化・歴史」（1993）5)に記された内容を踏ま

えると、この２層構造の堤防が、なぜ存在するのかについての一つの仮説が立てられる。

その前に、先の文献から築堤の歴史を要約すると以下のとおりである。 
 この地域における治水の始まりは、慶長 6 年(1601 年)頃に遡る。 
 当該地域は、まず、伊奈備前守忠次、忠政によって、関東流（伊奈流）と呼ばれる

方法で築堤される。この堤防は、溢流堤と呼ばれ、堤防はあまり高くなく洪水は耕

地一帯に溢れ、肥沃な土を堆積し良い米を作る栄養源とした。 
 次に、八代将軍吉宗の時代、井沢弥惣兵衛為永によって、紀州流（井沢流）と呼ば

れる方法で整備される。この堤防は強く高くし、洪水をすべて抑え込むように築造

された。 
この治水の歴史から、この堤防の砂質土部分は、江戸時代初期に溢流堤として築堤され

た堤防部であり、粘性土部分はその後の紀州流によって溢流堤を現在の堤防に近いものに

増築したものであるという仮説が立てられる。築堤には通常その地点の河床材料を堤体材

料として利用されることが多い。ところが，鬼怒川は、鬼怒川系のレキで構成されている
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土浦礫層の時空分布や地形的な解釈により、流路の変更が編まれてきている。それによる

と、約 2.4 万年前に桜川低地から西に付け替えられ、協和台地を分水界として北から南の

流れになったとされている 6),7)（池田ほか、1977;鈴木ほか、1993）。また、江戸期には小

貝川との合流が分断された上で、東へと流路が変更された利根川に注ぎ込むように人為的

に付け替えられている 8)（小川、2010 など）。すなわち，江戸時代における２回の築堤で

用いられた堤体材料も場所により変化していることも考えられ，一層複雑かもしれない。

明治以降の河川整備によって堤防はさらに強化させていると思われるが、現在の整備状況

によりこの種の堤防で防御している部分も残っている可能性は否定できないだろう。 
西仁連川 2 箇所、飯沼川 1 箇所、宮戸川 1 箇所、八間堀川 2 箇所については、詳細な

情報が不足しているので、ここでは、破堤地点とその特徴について簡潔にまとめる。 
まず、西仁連川の破堤地点のひとつは、坂東市逆井城公園近くの右岸である。位置図と

現状を図-2.1.2 に示す。位置図よりこの堤防は、後背湿地の谷地を塞ぐように築堤され、

西仁連川が左に湾曲する右岸に位置する。また、破堤箇所の下流側には橋が架かっている。

破堤距離は目測でおよそ 100m であり、大型土嚢により仮復旧された状態であった（2015
年 10 月 4 日現在）。破堤地点の 1.5km 上流では，右岸の法面すべりが２箇所で生じてい

た。図-2.1.3 に示す。いずれの地点も後背地と堤防天端の高さが同じであり，破堤には至

らないものの，農地や宅地に対する被害を生じていることが分かる（2015 年 11 月 3 日撮

影）。 

  

  
図-2.1.2 西仁連川の破堤地点（坂東市逆井） 

※地理院タイル （標準地図）を加工して作成 
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図-2.1.3 西仁連川の堤防表法すべり（古河市長左ェ門新田と古河市東山田） 
※地理院タイル （標準地図）を加工して作成 

  

  
図-2.1.4 西仁連川の破堤地点（古河市東山田） 

※地理院タイル （標準地図）と迅速図（歴史的農業環境WMS 配信サービス）を加工して作成 
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図-2.1.5 飯沼川の破堤地点（坂東市平八新田・勘助新田） 

※地理院タイル （標準地図）を加工して作成 

  

  
図-2.1.6 宮戸川の破堤地点（古河市久能） 

※地理院タイル （標準地図）を加工して作成 
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図-2.1.7 八間掘川の破堤地点の状況と建物周りの沈下（常総市平町と常総市川崎町） 

※地理院タイル （標準地図）を加工して作成 
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西仁連川で確認できたもうひとつの破堤地点は、古河市東山田の左岸である。位置図と

現状を図-2.1.4 に示す。破堤区間は目測でおよそ 50m である。破堤により堤内地の農地へ

流出した土砂が堆積しているのが分かる。迅速図と対比させるとこの区間は明治以降の河

川改修により河道が変更されている区間であると思われる。矢板と大型土嚢などにより仮

復旧が進められている状態であった（2015 年 10 月 6 日現在）。 
  図-2.1.5 は飯沼川の破堤の位置図と現状を示している。坂東市平八新田と勘助新田の間

に位置し、水門の脇（下流側）が目視でおよそ 10m 決壊している。決壊による土砂の流

出が隣接する田畑に流れ込んでいることが分かる。現在は大型土嚢で仮復旧されている状

態であった（2015 年 10 月 4 日現在）。 
図-2.1.6 は宮戸川で生じた破堤の位置図と現状を示している。この地点の右岸は農地造

成地と思われる相対的に高い地盤高である。左岸には堤防があり、低い農地が広がってい

る。右岸、左岸双方とも矢板などを用いた仮復旧が行われていた（2015年 10月 6日現在）。

破堤により大量の土砂が農地へ流出した形跡も残っている。 
図-2.1.7 は八間堀川の破堤の地位図と現状（2015 年 10 月 22 日，2015 年 11 月 7 日）

を示している。八間堀川は鬼怒川と小貝川に挟まれた氾濫原を流れる河川である。洪水時

はこの一体は浸水していた地域だと思われる。八間堀川の増水が先か、周囲の浸水が先か

は、現場を見た限りでは判断つかないが、堤防の状況を観察すると堤内側の法面が削られ

ていることを考えると越水による破堤だと思われる。常総市川崎町においては，堤防脇に

建設された川崎排水機場の基礎部分が洗掘により被害を受けている。破堤による八間掘川

から流れ出た水による被害と考えられる。ところで、八間掘川の２つの破堤地点近傍にあ

る水海道東部地区第三排水機場と沖新田水処理センターではこの建物周りは沈下により構

造物の抜け上がりや段差が生じていることが現地踏査で確認された（図-2.1.7 の下段の写

真）。建物周りの沈下量は水海道東部地区第三排水機場でおよそ 14cm、沖新田水処理セン

ターでおよそ 17cm であった。当該地域は地盤沈下地域でもあり、地盤沈下が河川堤防天

端高さの不均一な沈下をもたらし、天端高さが低い地点で越水が生じた可能性も考えられ

る。 
飯沼川（3 箇所）、向堀川（1 箇所）、女沼川（1 箇所）は、越水により裏法の洗掘が生じ

たが幸い決壊には至らなかったケースである。図-2.1.8 は飯沼川のケース（3 箇所）であ

る。いずれのケースも堤防天端部に土嚢が設置され越水を抑える対策が施されているのが

分かる。上流部に位置する場所では洗掘されたと思われる堤防裏法上部に大型土嚢が配置

されており、また、隣接する農地には土砂が流出した痕跡がまだなお残っている（2015
年 11 月 3 日現在）。一方、表法はなんら影響を受けていないが、洗掘が更に進展していた

とすればこの地点でも決壊したと考えられる。やや下流に位置する場所では右岸左岸双方

で土嚢が配置されている（2015 年 11 月 3 日現在）が、越水による洗掘が生じたかどうか

は不明である。現場の復旧状況からするとここでも洗掘が起こっていたと考えられる。八

間掘川同様、この越水地点の右岸側には排水機場では建物周りは沈下により構造物の抜け
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上がりや段差が生じている（写真-2.1.2, 2015 年 11 月 3 日撮影）。建物周りの沈下量はお

よそ 20cm である。当該地域もまた地盤沈下地域であると考えられ、地盤沈下が河川堤防

天端高さの不均一な沈下をもたらし、天端高さが低い地点で越水が生じた可能性も指摘で

きる。 
 

 

  

  
図-2.1.8 飯沼川の越水地点（常総市古間木新田） 

※地理院タイル （標準地図）を加工して作成 

 

  
写真-2.1.2 飯沼川の越水地点付近の建物周りの沈下（地盤沈下）（常総市古間木新田） 
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図-2.1.9 向堀川の越水地点（古河市大堤） 

※地理院タイル （標準地図）を加工して作成 

  

  
図-2.1.10 女沼川の越水地点（古河市女沼） 

※地理院タイル （標準地図）を加工して作成 

 
図-2.1.9 は向堀川における越水地点の位置と現状（2015 年 11 月 3 日）を示している。

堤内地は農地であるが，水害より 2 ヶ月近く経過しており，被害については不明である。

また，写真でもわかるように，漏水対策としての月の輪工が設置されていた。 
図-2.1.10 は女沼川における河川堤防の被災状況（2015 年 11 月 3 日）である。堤防の裏

法が部分的に削られた跡がある。１つは土嚢で埋められていた。これが越水によるものか，

漏水によるものかは現地を見た限りでは分からなかったが，土嚢で埋められた場所以外の

削られた部分における堤防の表面には，矢板による補強がなされていることが現地踏査で

確認できたことを考えると浸透による漏水の可能性は低いと考えられる。このことから，
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現時点では越水による裏法の洗掘と判断した。しかし，否定はできないことから今後詳細

に調査する必要があると思われる。 
 
2.2 溢水被害の状況 
今回の水害の特徴の１つとして，越水が挙げられる。先に示した茨城県災害対策本部の

報告 1)によれば、利根川水系で 22 箇所、鬼怒川水系で 15 箇所、那珂川水系 4 箇所生じて

いる。これらの越水には堤防を越えて流入したケースも含まれる一方，標高が相対的に高

く古くから無堤防区間であった場所での越水も含まれる。本報告ではこの無堤防区間にお

ける越水を溢水と呼び、地形と溢水の状況について，常総市若宮戸と下妻市前河原南方の

２つの事例について調査を行なった。 
まず，常総市若宮戸における溢水地点は，地形的には河畔砂丘となっており，周辺より

標高が高いため無堤防区間となっている（図-2.2.1）。砂丘の中でも標高の高い箇所は，森

林の植生も繁茂しており，浸水はしていない。標高の低い箇所を人工的に掘っており，そ

の箇所は植生も繁茂していない。その様な箇所で溢水が発生している（写真-2.2.1, 写真

-2.2.2）。写真-2.2.3 は A 地点付近の２つの時期の Google Earth 画像を示している。砂丘

は明らかに切土されており，その場所にソーラーパネルが設置されていることが分かる。

その場所の災害後の様子を写真-2.2.4 に示すが，工事が進んで仮設堤防が設置されている。

砂丘の切土断面では，砂丘の堆積構造を観察することが出来る（写真-2.2.5）。 
現地調査の結果では，砂丘は複数列有り，その間に砂丘間低地があるが（この低地も人

工的に平坦地化されたもの），砂丘の南側では手前の砂丘を溢水して砂丘間低地まで浸水し

ていたが（溢水箇所では砂丘が掘られていた：写真-2.2.6），内陸側の比高の大きな砂丘は

溢水していなかった。写真-2.2.3 を見る限りは，砂丘の北部のソーラーパネル設置に伴い

掘削した箇所（A 地点）と南側の砂丘を横断する道路の箇所（B 地点：かなり深い落堀が

形成されている：写真-2.2.7）で溢水を起こして，若宮戸の集落での浸水を発生させてい

る。砂丘の人工改変と洪水被害との関係（人工改変が無ければ越流しなかったかどうか）

については，詳細を調査しないと結論は出せないが，地形と植生の人工的変化が被害を大

きくする方向に働いたことは，間違いないであろう。 
背後の自然堤防に立地する若宮戸の集落については，建物の流出は免れたものが多いも

のの，１ｍ程度の高さまで浸水を受けており（写真-2.2.8）、壊滅的な被災状況であった。

より内陸部の水田に洪水堆積物が堆積していた（写真-2.2.9）。 
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図-2.2.1 若宮戸周辺の治水地形分類図（「小山」の一部） 

 
写真-2.2.1 常総市若宮戸の災害後の空中写真（平成 27 年 9 月 11 日 国土地理院撮影） 

 
写真-2.2.2 写真-2.2.2 の A 地点周辺の拡大（平成 27 年 9 月 11 日 国土地理院撮影） 

Ａ 

B 
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写真-2.2.3 常総市若宮戸における地形改変（Google earth による） 

 

  
写真-2.2.4（平成 27 年 9 月 16 日撮影）  写真-2.2.5（平成 27 年 9 月 16 日撮影） 
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写真-2.2.6（平成 27 年 11 月 9 日撮影）  写真-2.2.7（平成 27 年 11 月 9 日撮影） 

  
写真-2.2.8（平成 27 年 9 月 16 日撮影）  写真 2.2.9（平成 27 年 9 月 16 日撮影） 

 
次に，下妻市前河原南方で生じた溢水による深刻な浸水被害を見てみる。鬼怒川左岸の「ビ

アスパークしもつま」周辺は，地形的には台地を刻む谷地に立地しており，谷の出口が自

然堤防で閉塞されている（支谷閉塞低地）（図-2.2.2 参照）。そこは鬼怒川の水衝部になっ

ており，周辺は無堤防区間になっていることから，明らかに浸水被害リスクの高い地形で

ある。そこの場所では，無堤防区間の標高のやや低いところ２箇所（写真-2.2.11，図-2.2.2
の A 地点、B 地点）から溢水して，あたり一帯が浸水した（写真-2.2.12，写真-2.2.13，下

妻市役所提供写真を参照：平成 27 年 9 月 10 日午後 2 時ごろ撮影）。 
溢水した箇所の状況を写真-2.2.14（A 地点）と写真-2.2.15（B 地点）に示す。A 地点で

は溢水によりローム層がえぐられている。B 地点では溢水により道路の縁がえぐられてい

る。「ビアスパークしもつま」敷地内の谷底低地における浸水痕跡を写真-2.2.16 に示すが，

浸水深は 3.4m であった。温泉の建物自体はやや標高の高い箇所に立地しているため浸水

は免れたが，電気系統がやられてしまい，当分営業が再開できない状況であった（現在は

営業を再開している）。近隣の「下妻市ふるさと博物館」も臨時休館を余儀なくされている。

台地の上でも葉に着いた泥などの浸水痕跡が認められ，浸水深は約 70 ㎝あった（写真

2.2.17）。 
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図-2.2.2 「ビアスパースしもつま」付近の治水地形分類図（「小山」の一部） 

 

写真-2.2.10 下妻市前河原地区の水害後の空中写真(平成 27 年 9 月 11 日国土地理院撮影) 

 
写真-2.2.11 上記空中写真の拡大（平成 27 年 9 月 11 日国土地理院撮影） 

A 

B 

A 

B 
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写真-2.2.12 前河原周辺の空中写真（東側から撮影：楕円が「ビアスパークしもつま」） 
（平成 27 年 9 月 10 日撮影：下妻市役所提供） 

 

写真-2.2.13 前河原周辺の空中写真（西側から撮影：楕円が溢水箇所） 
（平成 27 年 9 月 10 日撮影：下妻市役所提供） 
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写真-2.2.14（平成 27 年 10 月 5 日撮影）  写真-2.2.15（平成 27 年 11 月 9 日撮影） 

   
写真-2.2.16（平成 27 年 10 月 5 日撮影）  写真-2.2.17（平成 27 年 11 月 9 日撮影） 

 
鬼怒川は無堤防区間が多く，その区間内に溢水が起きている箇所が多かった。このよう

な箇所の外水氾濫は地形条件が効いてきているので，地形学的な検討が重要である。特に

河畔砂丘が人工改変された箇所での溢水被害が大きかったので，なぜこの場所に砂丘が発

達したのか，地形改変（砂丘の掘削）がどのような影響を与えたのか，などが鍵になるか

と思われる。現地調査で砂丘の断面を観察した限り，上部は風成の堆積物，下部は水成と

思われる堆積物からなり，その中に土壌化した堆積物が挟まれ，草の根等の有機物が含ま

れていた。このことは，何度か溢水して自然堤防堆積物的なものを堆積し，その後離水し

て植生が繁茂し，その後また溢水して砂を堆積するというプロセスを繰り返していた可能

性を示唆している。迅速測図，旧版地形図，過去や現在の空中写真等を用いて，後背地の

地形と土地利用の変遷を調査することが必要であると考える。 
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2.3 漏水の状況 
破堤の要因には、鬼怒川堤防で見られた越水によるもの、漏水が進展して生じるパイピ

ングやボイリングによるもの、堤防の洗掘によるもの、水の浸透による堤防の強度低下な

どがある。これらの内、図-1.6 で示したように鬼怒川沿岸では漏水が比較的広範囲で観測

されている。この漏水について、現地視察を行った結果について述べる。なお、ここで言

う漏水地点は漏水対策が施された場所であり、これら以外に漏水が起こっている可能性も

あることを付記しておく。 
図-2.3.1～4 に鬼怒川堤防における漏水地点と対策工の様子を示している。鬼怒川以外の

堤防においても東仁連川、向掘川で漏水が生じており、東仁連川における対策工の様子を

図-2.3.5 に示す。東仁連川では、古河市恩名の右岸、常総市大生郷新田の右岸で生じてい

る。前者では月の輪工法 1 箇所、後者は同工法 1 箇所であり、いずれも民家に近い場所で

生じている。向堀川の漏水地点は茨城県古河市大堤である。同箇所では越水も生じている

点が特徴的である（図-2.1.9 参照）。 
鬼怒川堤防における漏水地点は、連続して起こっているのではなく、KP7～14、KP18

～KP23、KP31～KP42（KP○○は鬼怒川河口からのおおまかな距離(km)を示している）

と大きく３つのエリアで生じている。これは河川水位高さ、堤防高さ、堤内地地盤高さの

幾何学的な関係と、堤防や地盤を構成する土質，更に，河川の蛇行による攻撃斜面である

か否かや，河道変更による旧河道との接合部など地形的要素の影響により、漏水の発生に

地域性が生じたと思われる。また、漏水ポイントは堤防法面や法尻付近で生じていること

が分かる。加えて、法面上部でも生じているがこれは当該地点が水門等コンクリート構造

物近くであることが特徴的である。 
 漏水対策地点の概要を表-2.3.1 に示す。漏水対策地点のいくつかでは、図-2.3.6 に示す

ように噴出している土が観測された。多くは砂と思われるが一部でシルト質の土も確認さ

れた。図-2.3.7 は採取した土の粒径加積曲線を示している。同図には鬼怒砂丘から採取し

た砂の粒度分布も示している。KP9.10 地点を除き，いずれの結果も細粒分をほとんど含

まない細砂であるとともに，鬼怒砂丘と同様な粒度特性である。一方，KP9.10 は細粒分

を多く含み砂質土ではなく粘性土である。KP9.10 No.4 の試料について液性限界・塑性限

界試験を行ったところ，液性限界 25.7％，塑性限界 14.1％，塑性指数 11.3 の工学的分類

で言うところの粘土（低液性限界）となった。このような土が浸透により噴出したことに

ついては，今後更に検討する必要がある。漏水に伴うこれらの噴出土と先に述べた江戸時

代における築堤の歴史，さらには，縄文海進・海退，海成堆積物および陸成堆積物など地

盤の堆積環境と履歴の関係を調べ，この特徴的現象を解明することが必要であると思われ

る。 
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※地理院タイル （標準地図）を加工して作成 

 
KP41.75R 

 
KP40.00L 

  
KP39.10L 

 
KP38.15R 

 
KP37.50R 

 
KP36.80L 

図-2.3.1 鬼怒川堤防における漏水対策工（KP36～KP42） 
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※地理院タイル （標準地図）を加工して作成 

 
KP36.70R 

 
KP36.70R 

 
KP36.50L 

 
KP35.10L 

 
KP32.10L 

 
KP31.00R 

図-2.3.2 鬼怒川堤防における漏水対策工（KP31～KP37） 
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※地理院タイル （標準地図）を加工して作成 

 
KP22.33L 

 
KP21.50L 

 
KP20.15L 

 
KP20.15L 

 
KP18.50L 

 
KP18.00R 

図-2.3.3 鬼怒川堤防における漏水対策工（KP18～KP23） 
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※地理院タイル （標準地図）を加工して作成 

 
KP13.60L 

 
KP13.15L 

 
KP09.30R 

 
KP09.10L 

 
KP09.10L 

 
KP07.90L 

図-2.3.4 鬼怒川堤防における漏水対策工（KP7～KP14） 
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図-2.3.5 東仁連川の漏水対策地点（古河市恩名，常総市大生郷新田） 

※地理院タイル （標準地図）を加工して作成 
 

表-2.3.1 漏水地点の対策工と噴砂の有無 

河川 記号 
漏水対策工 

噴砂有無 
釜段工法 月の輪工法 

鬼怒川 KP41.75R 8 0 なし 

鬼怒川 KP40.00L 8 0 なし 

鬼怒川 KP39.10L 1 0 なし 

鬼怒川 KP38.17R 0 7 あり 

鬼怒川 KP37.50R 0 1 なし 

鬼怒川 KP36.80L 1 0 なし 

鬼怒川 KP36.70R 1 1 なし 

鬼怒川 KP36.50L 1 0 なし 

鬼怒川 KP35.10L 0 2(1) なし 

鬼怒川 KP32.10L 0 1 なし 

鬼怒川 KP31.00R 0 1 なし 

鬼怒川 KP22.33L 1 0 あり 

鬼怒川 KP21.50L 0 1 あり 

鬼怒川 KP20.15L 3 8 あり 

鬼怒川 KP18.50L 0 2 なし 

鬼怒川 KP18.00R 0 2 なし 

鬼怒川 KP13.60L 0 2 なし 

鬼怒川 KP13.15L 0 7 あり 

鬼怒川 KP09.30R 0 8 なし 

鬼怒川 KP09.10L 5 3 あり 

鬼怒川 KP07.90L 1 0 あり 

東仁連川 HNR01R 0 3 なし 

東仁連川 HNR02R 0 1 なし 

向掘川 MHR01R 0 1 なし 

※噴砂の状況等目視による判断の部分も多いため今後の調査で修正される場合があります。 
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KP38.15R 

 
KP22.33L 

 
KP21.50L 

 
KP20.15L 

 
KP13.15L 

 
KP09.10L 

 
KP07.90L 

 

図-2.3.6 漏水対策地点における噴砂の状況 
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図-2.3.7 噴砂や噴泥および周辺の土質の粒度特性 

  
漏水は、図-2.3.8 に示すように平常時に堤体内部の浸潤線が河川の水位上昇に伴って上

昇し堤体法面または堤内地の地表面に到達し水が流れ出す現象である。漏水は堤内地の浸

水被害よりはむしろ堤体自体の安定性を損なうものであり、漏水が激しくなるとついには

破堤にもつながることとなる。漏水が起きる要因としては、河川の水位とその継続時間、

堤防の形状、堤体材料の透水性などである。 

 

漏水 
平常時 

洪水時 

河川部 堤内地 堤防 

水位上昇 
浸潤線 

 
図-2.3.8 漏水のメカニズム 

 
 これまで示してきた漏水の対策は、月の輪工と釜段工の２つに分けられる。図-2.3.9 に

示すように、前者は堤体内の浸潤線が堤防裏法に達したときに生じる漏水現象による対策

であり、後者は地盤内を浸透してきた浸透水が地表面に向かって上向きの浸透流となり地

表面からの漏水現象による対策である。いずれの浸透現象も表土の流失を引き起こし、ま
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た、パイピング現象と呼ばれる土砂を巻き込んだ流失が進展する可能性があり、破堤の要

因の１つとして挙げられる。 
 

 

河川部 
堤防 堤防 

漏水 
漏水 

河川部 

堤防 堤防 
防水シート 

鋼矢板 

月の輪工法 釜段工法 

(a) 洪水時の漏水に対する水防工法の例 

(b) 洪水後の漏水に対する仮復旧の例 

 
図-2.3.9 漏水に対する水防工法と洪水後の対策 

 
洪水時河川堤防で漏水が生じると漏水を止めるための水防作業が行われる．漏水に対す

る水防工法には大きく分けて 2 つある（図-2.3.8 参照）。１つは漏水が河川堤防法面で生じ

た場合でこれは月の輪工法が用いられる。もう１つは堤内地の地表面から漏水が生じる場

合でこれには釜段工法が用いられる。今回のケースでもこの２つのいずれかが用いられて

いる。いずれのケースも漏水部分を土のうで囲み水位を与え河川水位と漏水地点の水頭差

（水圧の差）を無くすことによって漏水を防ぐものである。洪水後水位が平常時に戻った

後には、浸透面である河川部の法面を防水シートで覆い、また、堤体下部の浸透が漏水に

関与している場合は鋼矢板を打ち込むといった対策が考えられる。過去漏水による破堤の

事例は極めて少ないが、これは今回のような水防活動による効果が大きいと考えられる。 
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3. 被災後の状況 
3.1 水害廃棄物に関すること 
 茨城県においては，鬼怒川の堤防決壊などにより大量の河川水が常総市の市街地や農地

に流入し，常総市では多くの住家が被害を受けた。 
 表-3.1.1 には，茨城県災害対策本部による台風 18 号により発生した住家被害件数を示す。

常総市では，全壊 50 件，大規模半壊 914 件，半壊 2,772 件におよび，甚大な住家被害が

生じている。これらの被害住宅などから，大量の水害廃棄物が生じる結果となった。 
表-3.1.1 住家被害件数 9) 

住家被害 件数 内訳（件数） 

全 壊 50  常総市 50 

大規模半壊 1,113  常総市 914，筑西市 68，下妻市 1，境町 130 

半 壊 2,922  
古河市 13，結城市 11，常総市 2773，筑西市 3，つくばみらい市 13， 

境町 109 

床上浸水 111  
古河市 1，結城市 38，下妻市 54，常陸大宮市 3，坂東市 9， 

つくばみらい市 1，八千代町 2，神栖市 3 

床下浸水 2,959  

水戸市 5，土浦市 1，古河市 16，石岡市 5，結城市 155，龍ケ崎市 1， 

下妻市 106，常総市 2264，笠間市 3，取手市 12，つくば市 1，常陸大宮

市 3，筑西市 18，坂東市 66，かすみがうら市 3，桜川市 2，神栖市 7，つ

くばみらい市 21，茨城町 3，城里町 4，八千代町 9，境町 254 

※床上浸水は全壊，大規模半壊，半壊にいたらないもの 

※常総市は戸建住宅のみの調査であり，今後，集合住宅の調査により増える見込み。 

 
表-3.1.1 に，常総市役所災害廃棄物処理班より提供頂いた，常総市災害廃棄物の仮置場

一覧を示す。常総市内には公表された計７カ所の仮置き場が設置された。災害廃棄物仮置

き場の現地調査を実施した 10 月 22 日時点では，豊田球場のみが災害廃棄物の搬入を受け

入れており，他の 6 箇所は既に閉鎖されていた。 
 

表-3.1.1 常総市災害廃棄物の仮置場一覧 

No. 仮置場 所在地 面積(㎡） 備考 

1 きぬアクアステーション 下妻市仲居指 933-1 約 35,000 9月 30日閉鎖 

2 クリーンポートきぬ北側用地 同 上 約 20,000 9月 30日閉鎖 

3 石下交流センター東側駐車場 常総市新石下 2010 約 8,300 10月 14日閉鎖 

4 豊田球場 常総市本豊田 1580 約 10,000 受入中 

5 圏央道常総ＩＣ用地 常総市三坂町 5006付近 約 7,000 10月 4日閉鎖 

6 ポリテクセンター茨城 常総市水海道高野町 591 約 6,000 9月 25日閉鎖 

7 宝堀球場 坂東市神田山 2137-1 約 25,000 9月 25日閉鎖 
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・クリーンポート・きぬ北側用地ときぬアクアステーション（下妻市仲居指） 
 写真-3.1.1 に，クリーンポート・きぬ北側用地を示す。隣接する「クリーンポート・き

ぬ北側用地」と「きぬアクアステーション」を合わせると計 55,000m2 と，常総市が設け

た災害廃棄物の仮置場で最も大きい面積を有している。ここに仮置きされている廃棄物は，

可燃系の混合ごみ（紙類，プラスティック類等）がほとんどで，泥の付着は少なく，畳，

布団，タイヤ，家電製品等は分別されていた。これらの仮置き廃棄物は，隣接するクリー

ンポート・きぬ（１日当たり 200 トンを処理できる全連続式のごみ焼却施設と、１日当たり

45トン処理できる粗大ごみ処理施設）によって，今後，随時処理されていくものと考えられる。 

  

  
写真-3.1.1 クリーンポート・きぬ北側用地 

・石下交流センター東側駐車場（常総市新石下） 
 写真-3.1.2 に，石下交流センター東側駐車場の仮置き状況を示す。防塵ネットとフェンスで

囲まれたアスファルト舗装上に，廃棄物が仮置きされ，重機により破砕・分別作業が実施

されていた。ここは，鬼怒川の破堤箇所に近く被災住家が多いためか，木くずなどの木質

系廃棄物が多いように感じた。 
・豊田球場（常総市本豊田） 
 写真-3.1.3 に，豊田球場での廃棄物の搬入と仮置き状況を示す。ここは，可燃系の混合

ごみはほとんどなく，流下堆積土砂や樹木枝等の処理が行われていた。土のう袋に詰めら

れた土砂が，ボランティアと思われる方達によって搬入されていた。これらの土砂のうち，

ごみの混入の少ないものは，建設資材として活用されるものと考えられる。  
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写真-3.1.2 石下交流センター東側駐車場 

 

  

  

写真-3.1.3 豊田球場 
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・圏央道常総ＩＣ建設用地（常総市三坂町） 
 写真-3.1.4 に，圏央道常総 IC 建設用地に設けられた仮置き場の状況を示す。車中よりの

遠景での目視による判断では，可燃系ごみが堆積していた。周辺に住家がなく，建設現場

内での処理であるためか，他の仮置き場よりも若干高く堆積させて，仮置き量を増加させ

ているように思えた。 

  
写真-3.1.4 圏央道常総ＩＣ用地 

 
・ポリテクセンター茨城（常総市水海道高野町） 
 写真-3.1.5 に，ポリテクセンター茨城の駐車場に設けられていた仮置場の状況を示す。

砂利が敷かれており，周辺フェンス沿いには青色の防塵フェンスが施されている。既に廃

棄物はほとんど搬出されており，冷蔵庫がいくつか残されたのみであった。 
国立環境研究所による災害直後の調査 10)によると，この仮置場は，住民により軽トラに

よる搬入がほとんどで，分別は大まかに可燃系と不燃系に分けられ，不燃系には，冷蔵庫，

洗濯機，炊飯器，ヒーター，タイヤ，蛍光灯，電子レンジ等が見られた。生活ごみ（生ご

み等）の混合搬入は，一見したところ見当たらなかったとのことである。 
 この場所は市街地に位置していることから，衛生上の観点から早期に廃棄物を搬出した

ものと思われる。隣接するポリテクセンター茨城は業務を行っていた。 
 

  
写真-3.1.5 ポリテクセンター茨城 
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・宝堀球場（坂東市神田山） 

 写真-3.1.6に，坂東市内の宝堀球場に設けられた仮置場の状況を示す。段丘地形上に位

置し，周辺の水田より，2ｍ程度高くなった芝生の球場に廃棄物が仮置きされていた。混合

廃棄物の高さは 2～3m程度と比較的低く積まれていた。ここも既に搬入作業は終了してお

り，廃棄物は分別が進んでおり，畳・マット・布団類，家電類，タイヤ類等がブロックに

まとめられていた。また，水田に近い地面には，深さ 50cm程度の溝が設けられており，雨

水の水田への流入・浸透を低減させているものと思われる。災害廃棄物の環境汚染リスク

11)を低減する観点から，極めて重要な措置であると考えられる。 

 

  

  

  
写真-3.1.6 宝堀球場 

 

  



54 
 

・災害廃棄物の適切な処理への留意点 
環境省関東地方環境事務所による「水害による災害廃棄物処理の留意点について」にお

いて，災害直後，仮置き場設置，廃棄物の取扱，災害廃棄物補助金について周知（平成 27
年 9 月 11 日）している。このなかで，災害発生直後の水害廃棄物の処理上においては， 
・平時の当該自治体の分別による分類を基本としつつ， 
・畳，布団はそれぞれわけて分別すること。 
・土嚢袋に入れた土砂・生木類は分別すること。 
・衛生面から生ごみ及び紙おむつ類は仮置き場に絶対に持ち込まないこと。 
を原則とすることが望ましいとしている。 
 さらに，この周知に添付された震災対応ネットワークによる仮置き場の設置と留意事項

12)においては，仮置場での堆積物の積み上げ方法として，以下の注意点を挙げている。 
・木くずや可燃物は，発火と発熱防止の観点から，高さ５m 以上積み上げを行わないよう

にする。 
・万が一の火災発生時の消火活動を容易にし，延焼を防止するため，堆積物同士の離間距

離を２m 以上設けること。可能であれば消火器を準備することが望ましい。 
 

 

図-3.1.1 仮置場における廃棄物の堆積の仕方 
 
 常総市災害廃棄物仮置場の状況については，搬入作業終了後の閉鎖された状況での目視

のみによる判断であるが，各仮置場ともに，上記の環境省が示す留意点を適切に反映させ

た処理が行われていたと考えられる。 
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3.2 地下水（井戸水）の水質について 

 地震災害時における地下水利用については、阪神・淡路大震災などの過去の大震災を経

験し、地下水（井戸水）の存在意義が見直され、東京都をはじめ水戸市においても災害用

生活用水協力井戸 13)として、所有者等の協力の基で災害時に井戸水が広く提供される仕組

みが構築されている。地震時において、例えば、阪神・淡路大震災直後については、地震

直後には、「白濁、噴砂等が発生した井戸もあったが、数時間～1 週間のうちに元に戻り、

水質調査においても水質が変化した井戸は無いようである」と報告されている 14)。このこ

とから、地震時においては、井戸水への影響は短期間であり、水道施設が復旧するより早

く、生活用水はもとより飲料水としても利活用できるものと考えられる。 
 一方、平成 27 年関東・東北豪雨に伴う浸水時における井戸施設への被害や地下水（井

戸水）の水質等の変化については、今回茨城県および常総市の関係部局などのご協力の基

で、常総市の浸水発生後からの地下水（井戸水）の水質変化に着目した貴重なデータを取

り纏めることができたので以下にその結果を示す。 
 浸水被害を受けた地下水（井戸水）がどの様な影響を受け、またどの様に水質変化して

いくのか把握できれば、地下水（井戸水）を有効に利用するための今後の有効な資料とし

て生かすことができるものと思われる。今後は、浸水被害を受けたエリアを中心に、周辺

の地質並びに地下水流動と地下水（井戸水）の水質変化などについて関連性を整理する予

定である。これにより、常時並びに浸水時における地下水（井戸水）管理の在り方および

レリジエントな地下水利用に向けた地下水（井戸水）利用時の資料として活用できれば幸

いである。なお、現状では、対象となる井戸が深井戸か、浅井戸かなどの情報が無いため、

ここでは区別することが出来なかった（今後、区別するための資料等を調査予定である）。 
 

3.2.1 地下水（井戸水）の水質調査 
 地下水（井戸水）の水質調査は、2015 年 9 月 19 日～12 月 20 日までに受け付けられた

検体について実施した。表-3.2.1 には、検体受付期間ごとの検体数を示す。水質検査の総

検体数は、現状では計 616 件である。 
 

表-3.2.1 水質調査の検体受付期間と検体数 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

検体数　（件）

① 2015/9/19～9/23 125

② 2015/9/25～10/1 167

③ 2015/10/4～10/8 78

④ 2015/10/12～10/15 86

⑤ 2015/10/18～10/31 125

⑥ 2015/12/6～12/20 35

計 616

検体受付期間
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また、地下水（井戸水）の水質調査は、地下水流動等との関係と密接に関連するものと

考えられ、今後の分析や評価を行う上から、浸水被害を受けた領域を、想定される地下水

流動の上流から、石下地区（上流域）、水海道北部地区（中流域）および水海道南部地区（下

流域）の3つに区分した（図-3.2.1）。地区ごとの今回の水質調査対象となる検体数は図-3.2.2
に示す通りである。 
 

 
 

図-3.2.1 水質調査を実施した対象地域の区分け（上・中・下流域の 3 区分） 
 
 
 
 
 

水海道南部地区

水海道北部地区

石下地区上流域

中流域

下流域

常 総
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図-3.2.2 地区ごとの検体数（全検体数 = 616 件） 

 
3.2.2 浸水後からの地下水（井戸水）の水質変化 
 図-3.2.3 には、前述した①～⑥の浸水後の経過日数に伴う一般細菌等および大腸菌によ

る不適合率を示す。これより、各期間とも大腸菌による不適合率が一般細菌等による不適

合率より低いことが分かる。また、母数の違いやバラツキはあるものの大腸菌による不適

合率は、①→⑥になるほど低下傾向を示している。一方、一般細菌等の不適合率は、①→
⑥になってもいくぶん低下傾向は示すものの、大きな変化は無く推移している状況が確認

できる。 
 

 
図-3.2.3 浸水後の経過日数に伴う一般細菌等および大腸菌による不適合率 

 
 ここで、2013 年度の茨城県内の全保健所および常総保健所における細菌検査の不適合率

（％）を図-3.2.4 に示す。前者の全保健所では 22.1％（＝768 件/3,480 件）で、後者の常

総保健所エリアでは 20.3％（=44 件/217 件）である。また、大腸菌に関する不適合率は、 

94

208
314
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図-3.2.4 地下水（井戸水）等の細菌検査結果による不適合率（2013 年度）15) 
 

県全体としては 3.4％の不適合率である 16)。以上より、浸水前の地下水（井戸水）の細菌

検査、大腸菌検査における不適合率は、前者は概ね 20％程度、後者は 3％程度である。 
このことから、浸水前後で水質検査を実施した井戸（井戸水）が一致しているのか不明

であるため断定は難しいが、浸水後は一般細菌等、大腸菌による水質基準不適合率が 80％
程度と 60％程度に大幅に増えており、特に大腸菌の不適合率は浸水前後で顕著に増加して

いることから、浸水被害による地下水（井戸水）への影響は極めて大きいことが伺える。  
図-3.2.5(a)～(c)には、前述の結果を石下地区（上流域）、水海道北部地区（中流域）およ

び水海道南部地区（下流域）の 3 つの地区ごとに整理し直したものである。 
 各地区の不適合率は、前記同様に各地区で母数の違いやバラツキはあるものの大腸菌に

よる不適合率は、①→⑥になるほど低下傾向を示している。なお、図-3.2.5(a)石下地区の

③の 100%については、水質検査の検体数の母数（3 件）が少ないために生じたものと考

えられる。また、図-3.2.5(c)に示すように下流域では、大腸菌による不適合率の割合が他

の地区に比較して、いくぶん高い傾向にあることが分かる。これは、上流域は浸水被害を

受けていない領域からの地下水の供給が豊富であることから、上流域ほど不適合割合の低

下が早い可能性がある。一方、一般細菌等による不適合率は、各地区（上流・中流および

下流域）による差は多少あるものの、①→⑥へ日数が経過しても顕著な低下傾向は見受け

られず、全般的に高い値で推移していること分かる。これより、大腸菌と一般細菌等によ

る不適合率の経過日数に伴う減少（変化）傾向は大きく異なり、大腸菌による不適合率は

時間経過と共に低下する傾向であるのに対し、一般細菌等については今回の調査期間内で

は顕著な低下傾向が見受けられない。今後、大腸菌と一般細菌等による不適合率の地区ご

との変化スピードの違いが生じる要因等を解明するため、周辺の地質構造や地下水流動の

影響なども考慮して分析・評価を実施していく必要がある。そのためにも、図-3.2.1 に示

した上流域、中流域および下流域について各地域の地下水（井戸水）の水質が、浸水前の

水質からどの様に変化し、また時間経過と共にどの様な変遷を辿って行くか、今後の継続

的な追跡調査が極めて重要と考える。 
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(a) 石下地区（上流域） 

 

 
(b)  水海道北部地区（中流域） 

 

 
(c)  水海道南部地区（下流域） 

 
図-3.2.5 浸水後の経過日数に伴う一般細菌等および大腸菌による不適合率の変化  
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以下の表-3.2.2①～⑥には、総検体数、不適合率等の全データの整理結果を示す。 
 

表-3.2.2 総検体数、不適合率等の全データの整理結果一覧           
     ① 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

② 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

③ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑤ 
  

検体受付：9/19-9/23

検体数

件数（件） 件数（件） 不適合率（％） 件数（件） 不適合率（％）

石下地区 26 22 84.6 18 69.2

水海道北部地区 49 35 71.4 23 46.9

水海道南部地区 50 41 82.0 35 70.0

全体 125 98 78.4 76 60.8

地域

一般細菌等不適合 大腸菌不適合

検体受付：9/25-10/1

検体数

件数（件） 件数（件） 不適合率（％） 件数（件） 不適合率（％）

石下地区 31 19 61.3 7 22.6

水海道北部地区 48 31 64.6 21 43.8

水海道南部地区 88 68 77.3 51 58.0

全体 167 118 70.7 79 47.3

地域

一般細菌等不適合 大腸菌不適合

検体受付：10/4-10/8

検体数

件数（件） 件数（件） 不適合率（％） 件数（件） 不適合率（％）

石下地区 3 3 100.0 1 33.3

水海道北部地区 35 22 62.9 12 34.3

水海道南部地区 40 34 85.0 26 65.0

全体 78 59 75.6 39 50.0

地域

一般細菌等不適合 大腸菌不適合

検体受付：10/12-10/15

検体数

件数（件） 件数（件） 不適合率（％） 件数（件） 不適合率（％）

石下地区 11 8 72.7 4 36.4

水海道北部地区 27 21 77.8 10 37.0

水海道南部地区 48 40 83.3 29 60.4

全体 86 69 80.2 43 50.0

地域

一般細菌等不適合 大腸菌不適合

検体受付：10/18-10/31

検体数

件数（件） 件数（件） 不適合率（％） 件数（件） 不適合率（％）

石下地区 18 11 61.1 4 22.2

水海道北部地区 40 32 80.0 13 32.5

水海道南部地区 67 57 85.1 32 47.8

全体 125 100 80.0 49 39.2

地域

一般細菌等不適合 大腸菌不適合
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⑥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 最後に、今回の浸水域の井戸保有者に対するヒアリング結果を基に、浸水被害を受けた

直後における特徴的な井戸水の利用法と今後の浸水被害に向けて備えておくことが望まし

い事項を簡単に以下に示す。  
 
・井戸水の有効性：浸水直後の断水時において、トイレ用の排水、屋内外の清掃に有効で

あった等  
・今後の備え：井戸水汲み上げ用電動ポンプが、2 日間水没後の停電復旧時に作動した情

報入手もあったが、停電時に井戸水を確実に汲み上げるための手動ポンプ類の複数保有

（行政サイドへの要望事項） 
  

検体受付：12/6-12/20

検体数

件数（件） 件数（件） 不適合率（％） 件数（件） 不適合率（％）

石下地区 5 2 40.0 0 0.0

水海道北部地区 9 8 88.9 2 22.2

水海道南部地区 21 12 57.1 1 4.8

全体 35 22 62.9 3 8.6

地域

一般細菌等不適合 大腸菌不適合
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４ 被害を甚大化させたメカニズム 
4.1 記録的降雨 
平成 27 年関東・東北豪雨による水害による被害は甚大である。このように被害を甚大

化させた要因について，まず，気象条件が挙げられる。 
この時の降雨特性については，以下のことが指摘される。 
(1) 上流からの大量な雨量が下流に集中した。 
(2) 2 つの台風による“線状降水帯”が形成され異常な降雨量につながった。 
(3) 上流のダムは十分貯水の機能を果たしていた.しかしながら,想像以上の降雨につな

がった.言い換えると,降雨量はダムの能力を超えるほどの多さだったことを意味し

ている。 
このような異常な降雨による河川水量が増大したことが直接的な要因であるが，“線状

降水帯”と呼ばれる異常な降水量を局所的にもたらす降雨は，最近では、平成 25 年伊豆

大島土石流災害、平成 26 年 8 月 20 日広島豪雨においても記録されている。集中豪雨をも

たらすこの“線状降水帯”が今後増大する可能性があるのか，近年指摘されている気候変

動とどう繋がっているのかは不明である。今回に限って言えば，明言するのは難しそうで

ある（筑波大学・日下部博幸先生による）。 
 
4.2 堤防の脆弱性 
写真-2.1.1 のような激甚な被害に至ったのは、いくつかの要因が重なったと考えるが、

このうち、地盤工学的側面として堤防（人工堤防）の脆弱性に限って言えば、以下のこと

が考えられる. 
i) 異常降雨、堤防の構築方法（堤防の天端幅が狭かった、という指摘がある）及び後

背地の地形など複合的な要因が重なって激甚な水害につながった 
ii) 河川の底床堆積物（砂質土）を浚渫してそのまま堤防として盛土したことに問題が

あった 
iii) 水位増加によるパイピングや越水による裏斜面の洗屈が原因であるという報道も

ある（読売新聞 平成 27 年 10 月 7 日朝刊 18)による） 
iv) 従来言われている旧河道と現河道の接合部での破堤の起こりやすさでは説明でき

ないなどの地形的要因があった 
このうち、ii) については、今のところは鬼怒川河床底質のデータが無いので断定するこ

とは出来ないが、 図-2.3.7 に示した粒径加積曲線を見る限りは、堤防材料は、細粒分混じ

りの砂質土のようであることから、必ずしも堤体材料として不適切であったとはいえない

ようである。一方、藤田ら(2011)は、河川堤防の侵食メカニズムの解明のための独自の実

験装置を開発して、粒度特性の異なる各種地盤材料の侵食特性に関する実験を行った結果

と河川堤防に関する地盤データベースを組み合わせて、関東地方の主要河川堤防の侵食の

しやすさを評価 19)している。図-4.2.1 はその比較結果 19)を示しており、鬼怒川と小貝川の
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河川堤防は侵食しやすい堤防であると評価されている。他の河川堤防との比較を行うこと

も必要であると思われる。 
 

 

図-4.2.1 室内実験結果に基づく侵食しやすい河川堤防の評価結果（藤田他,2011）19) 

 
また、iii) については、鬼怒川堤防を想定したものではないが、水位の上昇に伴って堤

防がどのような挙動を示すかについて数値解析をした結果 20)があるので、ここでは参考の

ためにそれ紹介しておく。 

 

 

図-4.2.2 モデル堤防のプロフィル 20) 
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(a) 変位ベクトル図 

 
(b)せん断ひずみ分布 

図-4.2.3 有効応力解析結果の例 20) 
 
図-4.2.2 示すように高さ 6 m ある海岸堤防をモデル化して、水位上昇（この事例では、

現在の水位 4.5 m が 1.0 m 上昇すると仮定した）に伴って堤防がどのような挙動を示すの

かを浸透流を考慮した有効応力解析によって検討した。図-4.2.3 はその結果を示したもの

であり、以下のことが指摘される。 
i) 水位を上昇させることによって、陸側の堤防の裏面に大きなせん断応力が発生してこ

の部分から破堤していくことが示唆された。また、 
ii) 自重の大きい堤防の場合では、水位上昇に伴い堤防は大きく不安定化することが分か

った。 
一方、不安定性に対する対策として、堤防材料をどのように改良すればよいか、につい

ては、全応力解析を行った。対象とした堤防は有効応力解析を行った図-4.2.2 と同じもの

であり、堤防を構成する土の物性値と基礎地盤の物性値は同じものを用いた。ただ、この

解析は、堤防を安定にさせる堤防材料の物性のうち何が一番寄与するのかを解明すること

が主たる目的であったので、物性を変化させたパラメトリックスタディを行った 21)。 
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図-4.2.4 堤防の安定性に及ぼす粘着力の影響 21) 

 

 

図-4.2.5 水位上昇を受けた堤防の安定性に対する粘着力増分の影響 21) 
 
図-4.2.4 は、粘着力を有しない砂質土の堤防にセメントなどを添加あるいは混合して、

粘着力を付与した場合の堤防の安定性を検討した結果を示している。図から明らかなよう

 (a) Case of  cohesion  c = 0 kPa 

 

 (c) Case  of cohesion  c = 20 kPa 

 

(b) Case of cohesion c = 20 kPa 
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に、わずかの粘着力の増加によってせん断ひずみはきわめて小さくなることが分かる。 
図-4.2.5 は、粘着力を有しない砂質土の堤防にセメントなどを添加あるいは混合して、

粘着力を付与した場合の水位上昇（この場合は、4.5 m から 6.0m、 つまり、1.5 m 上昇）

に対するせん断ひずみ増分の分布を示している.この結果から、盛土、基礎地盤ともせん断

ひずみ分布は小さくなっており、堤体に粘着力を付与することによって、盛土・基礎地盤

系全体が安定することがわかる。 
以上から、堤防安定化のための方策は図-4.2.6 のように要約される。 
 

 
図-4.2.6 堤体安定化のための堤防材料の改良方法 

 
最後に、ⅳ)については、利根川の東遷事業との関連性も含めて考えることが必要であろう。

16 世紀以前、鬼怒川は猿島台地の東縁を通り、小貝川と合流した上で利根川（当時の名称

は常陸川）に流れ込んでいた。しかし、江戸時代初めから行われていた利根川の東遷事業

の一環として、1629 年に現在の水海道市付近で、猿島台地の南東端付近を北東−南西方向

に横切るように開削された。結果、鬼怒川は小貝川と別れ、単独で東京湾側から銚子に向

け付け替えられた利根川に合流することとなった 22),8)（貝塚ほか、2000；小川、2010；図

-4.2.7）。 
ここに示した図-4.2.7 からも明らかなように、この 1629 年の猿島台地開削部は極めて

狭い。今回の 2015 年関東・東北豪雨による鬼怒川における決壊・越水・漏水はこの開削

部の上流で起こっている。この狭い開削部がダムのような働きをし、鬼怒川水系における
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記録的な降水による大容量の水量を流しきれず、せき止めたことが遠因となった可能性に

ついて今後詳細に検討すべきだろう。なお、江戸幕府によって行われた利根川の東遷事業

による河川改修が、今回の水害の遠因になっている可能性については、すでに Ogawa 
(2015)により指摘 23)されている。 

 
4.3 地形・地質・地盤的脆弱性 
自然堤防（鬼怒砂丘）からの溢水は、ソーラーパネル設置のために、自然堤防（砂丘）

を掘削したことが被害を拡大したと言われている（写真-2.2.1 参照）。この砂丘の地形変化

は、このソーラーパネル設置以前から行われており、旧版地形図の最高地点と現在の最高

地点の標高差を比べると 10m ほど、現在の地盤高が低くなっている。これは、高度経済

成長期にこの砂丘から砂を採取したことだと言われている。このように自然地形から人間

活動による地形変化がももたらした影響も極めて大きいと考える。 
三坂地区における決壊地点や若宮戸の溢水地点から鬼怒川・小貝川で挟まれた低地へと

河川水が流出した．この低地は軟弱地盤であり，地盤沈下が生じている地域でもある．図

4.3.1 は現地踏査により確認された建物周りの沈下により構造物の抜け上がりの一例を示

したものである．図に示したよう，鬼怒川・小貝川で挟まれた八間堀川沿岸では，常総市

川崎町で約 14cm，保喜田機場で約 27cm，五箇水処理センター付近の建物で約 22cm の建

物の抜け上がりが確認されたことから, 当該地域で地盤沈下が生じていることを裏付ける

ものである． 
当該地域は、洪水時に河川水面よりも地盤高が低くなるいわゆる低平地という地形的特

徴に加え、1980 年代以降、継続的に地盤沈下が生じている地域でもある。これによると以

下のような傾向があることが分かる。 
i) 計測を始めて現在までの間の累積沈下量は最大で267mm (26.7 cm)に達している。 

ii) 地盤沈下の主たる要因は地下水位の低下と地下水位の季節的変動によるものと推

測される。 

iii) 2011 年に、急激で大きな沈下が生じているのは 2011 年 3 月 11 日に起きた東北地

方太平洋沖地震による地盤沈降と地震による地盤沈下が付加されたためと考えら

れる。 

地盤沈下の主たる要因は地下水の利用であるが，これに付加して平成 23 年東北地方太

平洋沖地震により東日本で生じた広域な地殻変動による地表面の沈降とその後の隆起と，

粘性土層が地震のような繰返し荷重が作用することより発生した過剰間隙水圧の消散によ

る沈下が生じている．図 4.2-3は当該地域で観測されている水準点の地盤沈下 24)の経年変

化である．なお，地震後の地盤沈下量において地殻変動による地表面の沈降とその後の隆

起を取り除いた補正値を用いている．図中の破線は地震前の沈下量データを用いて，村上

らが提案している観測的地盤沈下予測式 25)を用いて推定した曲線であり，地震が無かった

場合の予測曲線である．地震後の地盤沈下量がそれよりも 5～10cm 程度大きくなってい
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ること，地震直後だけでなく数年後もその影響が見られることから，当該地域においては，

粘性土層において地震により生じた過剰間隙水圧の消散に伴う沈下が生じていると考えら

れる．図中の実線は，地震前までは先の予測式を適用した曲線を，地震以降は地震による

粘性土層の付加的な沈下量を同予測式に当てはめ，両沈下量を合わせた複合的な沈下量の

推定曲線を示している．なお，地震後に観測が行われていない 4 地点については，他地点

の予測結果の平均値を用いて表示した．地盤沈下は堤防天端高さの低下や堤内地における

排水不良をもたらすと考えられる．すなわち，当該地域の浸水域拡大や排水に時間を要す

ることに，地盤沈下が影響したと考えることができる． 
 

 
図-4.2.7 1629 年に実施された鬼怒川開削の位置（貝塚ほか(2000)に基づき，産業技術総

合研究所 地質調査総合センターのシームレス地質図に加筆） 
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図 4.3.1 地盤沈下に伴う建物周りの沈下の様子 

 

 
図 4.3.2 常総市周辺における地盤沈下の状況 24) 
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5. レジリエンスな地域となるべく各種適応策 
今回の激甚災害は、4．で述べたように， 
(i) 記録的豪雨 
(ii) 堤防の脆弱性 
(iii) 地形・地質・地盤的脆弱性 

が複合した結果と考える。これらのうち記録的豪雨（2 つの台風による線状降水帯）は、

それが気候変動に起因するもので、今後この地域に発生する降雨になるのかどうかも含め

て検討する必要がある。水防機能の要である堤防については、堤防未整備地区や旧堤防区

間の状況でもあり、現在進行形の堤防整備状況であることも含め、堤防の歴史的変遷や地

形的要素を含めた流域全体の水防機能の評価が必要である。元来、氾濫原であった堤内地

が広範囲で浸水したことは、この地形要因に加えて、近年の地盤沈下が更に被害を増大さ

せたことも考えられる。すなわち、洪水時には河川水位より低くなる地盤高であるような

潜在的浸水域の拡大についても調査する必要がある。 
以上の検討項目は、Ｓ56 年（1981 年）台風 15 号小貝川水害、Ｓ61 年（1986 年）小貝

川水害、Ｈ10 年（1998 年）那珂川水害など（参考 1）の過去の水害における被害、復旧、

復興状況と対比させ、今後の我が県における突発的激甚豪雨水害に対して、被害を最小限

に留めるとともに被害からいち早く立ち直り元の生活に戻ることができるレジリエンス強

化による適応策の提案ができれば極めて意義がある。 
レジリエンス強化による適応のためには、水防強化だけでなく様々な対策が必要となる

のは明らかである。さらに、近年激化する災害に対する適応には、“想定外”という状況を

想定した防災計画とそのレジリエンス強化策の推進が求められる。そのための核となる各

種対策について以下に述べる。 
 
＜ハードウエア対策＞ 
 堤防を強くするための方法は、①堤防構造体自身を強固にする方法と②堤防を構成する

土（堤体材料）を強固なものにする方法の二つに大別される。どちらを採用するのかは

行政の判断によるが、両方を併用するのがベスト。ちなみに、現在（平成 28 年 4 月）、

国交省で行われている復旧は、 ①堤防構造体自身を強固にする方法に属する。 
 4.で示したように、これまでに安原ら(2015)が行った数値計算 11)から、堤体材料を強く

するためには、摩擦力を上げるのではなく、粘着力を上げたほうが良い、ことが分かっ

ている.もちろん両方を上げることができれば、ベストである.具体的な分かりやすい例

を示すとすれば、砂質土で堤防を作るときは、少量のセメントを添加して、しっかり締

固めた盛土を構築する、などが考えられる.たとえば、先の図-4.2.4、4.2.5 で示した結

果から、安定した水際線の土構造物の安定性を増加させる一つの方法として、 
i) 堤防の下層部はしっかり締め固めて摩擦力を増加させる 
ii) 一方、堤防の上部はセメントなどの固化剤を混合して粘着力を増加させる 
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というようなハイブリッドな地盤改良を施すことが簡単でわかりやすい方法として推

奨できる。 
・今回のような激甚災害の場合は、応急復旧、原状復旧ではなく、もっと進んだ方法によ

って、強化復旧する必要がある.そのためのひとつの考え方として、水害に強い堤防を

作るのではなく、粘り強い堤防を作る、と言う考え方に転換することが考えられる。 
 
＜ソフトウエア対策＞ 

H27 年台風 8 号による水害の特徴を整理し、地域の水害による潜在的危険性を示したハ

ザードマップの整備はもとより、河川水位のみならず、堤防の不安定化や越水の状況など

水際における現在進行形の状況をモニタリングするシステムの構築、そして、その情報に

基づいた早期警報システムによる住民避難・行政判断支援が望まれる。近年急速に発達す

るスマートフォンや IT 機器によるディジタル情報の取得だけでなく、それが破綻した時

にでも役立てるアナログ的避難支援システムも考えておく必要があろう。 
  
＜ヒューマンウエア対策＞ 
・温暖化や気候変動が自然災害の激甚化につながっていることを含めた地域における防災

教育、学校における防災教育のシステマティックな強化が望まれる。 例えば、環境防災

教育に取り組もうとする方を主な対象として、豪雨水害の科学的メカニズムや関東・東北

豪雨水害の特徴についてまとめた環境防災教育テキスト（基礎情報）を作成することが必

要だと考えられる。それを各種教員研修等を通し周知するとともに、容易に、かつ長期に

渡ってアクセス可能な状態としておくことが重要と考える。 
・地域と連携して地域の経験や住民の伝統的・日常的な知恵を生かした防災対策を構築す

る。そのためには、ヒアリング調査などを実施する必要がある。調査をもとに、地域の地

誌、歴史などもふまえた豪雨水害への準備と心構えについて市民の意識啓発をしつつ、学

校や地域で豪雨水害の被害を最小限に留め、地域を早期に回復するための取り組みを行う

ことが必要である。 
 
＜コマンドウエア対策＞ 
・ 地形特性に合った土地利用計画を進める。 
・ 産官学の連携の下に、SNS など、災害弱者でも容易に操作できるユビキタスな避難警

報の伝達機器と方法の開発を進める。 
・ 例えば、地下水利用や水害廃棄物の集積方法などの被災後の住民生活を早期に再開で

きるような支援情報を提供する。 
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5. おわりに 
被害を最小限に留めるとともに被害からいち早く立ち直り元の生活に戻らせるレジリ

エンスの強化。レジリエンスを強化する防災計画のため基礎資料作りとそこから導かれる

知見を示すことが本グループの最大の目標である。さらに，H27 年台風 8 号による鬼怒川

水害と気候変動との長期的関係性、災害発生と地形条件の関連性の調査をもとに、近年の

住民の防災意識と学校教育での取り組み状況をふまえた地域防災計画での環境・防災教育

に関する提言へとつなげていきたい。 
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http://dil.bosai.go.jp/disaster/1947kathleen/index.html
http://dil-opac.bosai.go.jp/publication/nied_natural_disaster/pdf/20/20.pdf
http://dil-opac.bosai.go.jp/publication/nied_natural_disaster/pdf/20/20.pdf
http://dil-opac.bosai.go.jp/publication/nied_natural_disaster/pdf/27/27.pdf
http://dil-opac.bosai.go.jp/publication/nied_natural_disaster/pdf/27/27.pdf
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4) Ｈ10 年（1998 年）那珂川水害 
日本付近に停滞している前線に台風４号の影響で南の海上から暖かく湿った空気が，太

平洋高気圧の西縁に沿うように北上し，本州上の前線が活発化することにより齎された a)。 
東アジアにおける一連の異常気象の一部かも知れず,エルニーニョやラニーニャの周期

に関連があるかもしれない b). 
資料： 
a) 1998 年 8 月那珂川水害の被害と土地環境（佐藤照子による） 

http://dil-opac.bosai.go.jp/publication/nied_natural_disaster/pdf/37/37
-06.pdf 

b) 茨城大学平成10年8月那珂川緊急調査報告書,平成10年11月発行,茨城

大学. 
（以上は,GRI 中村健太郎の協力による） 

 
 
【注意】この報告はこれまでに得られた結果に基づいて書かれたものです。今後の調査に

より内容が訂正される場合があります。 
 
  

http://dil-opac.bosai.go.jp/publication/nied_natural_disaster/pdf/37/37-06.pdf
http://dil-opac.bosai.go.jp/publication/nied_natural_disaster/pdf/37/37-06.pdf
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２．農業・生態系グループ 
 

及川真平（理学部） 
新田洋司（農学部） 
成澤才彦（農学部） 
西澤智康（農学部） 
坂上伸生（農学部） 
西川邦夫（農学部） 
中島弘美（農学部） 
小松崎将一（農学部付属フィールドサイエンス教育研究

センター） 
  2.1 農地の被害 

 農家の被害状況等の聞き取りを行った。以下が主な内容。水稲は 4ha 経営（主な品種

はコシヒカリ）。3 分の 2 は収穫が済んだが、のこり（1.2ha）は未収穫である。収穫・

調製後のお米の約 54 袋は水浸のため廃棄処理。2 袋のみ食用としての利用が可能であ

った。農業機械・施設などの被害は以下の通りである。軽トラ ２台（うち１台は借用

ともに廃棄）、トラクタ 1 台（修理中）、コンバイン（購入３年目、廃棄、購入価格 800
万円）、田植え機（購入２年目、廃棄、購入価格 270 万円）、もみすり器、選別機など

一式を廃棄、育苗ハウスが全壊、排水路が泥で詰まっている。用水は井戸ポンプである

が、まだ稼働していないのでわからない。 
 水田については陸田であり、共同での井戸水利用である。土地改良の償還金はない。

水田を継続するのは困難である。農業機械がすべてダメになったため再起できない。 
水田には瓦礫ごみ、川砂、ヘドロが数 10ｃｍ堆積している（下図）。農地の再生につい

て行政から話があるが、まずは住環境の整備を優先してほしいのが現状である。 
 水田に入り込んだ土壌を採取。また、もともとの田面を掘り出し、土壌を採取。土壌

中に塩分が含まれていないことを確認した。 
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 水害を受けた地域で、今回は堤防決壊箇所周辺および越水箇所周辺地域の農地、主に

水田の状況を視察した。２ヶ月を経過した現在でも、収穫をせずに放置した状態の水

田が多く認められた。決壊箇所に近くなってくると土砂等の堆積が顕著になってきて、

水田全体が砂で覆われている箇所も認められた（下図）。また、瓦礫も、未だに多くの

箇所で残っていることが確認できた。 

 

  

2.2 農地の復旧方法 
 農地被害の調査より、以下の対処法が必要であると考えられる。 

１） 土砂等の堆積が顕著な箇所は、物理的な土砂の除去を行い、その後の農地利用を検討

する。 

２） 水害が主であり、それほど多くの土砂等の堆積が無い箇所では、現状での農地利用を

検討する。 

 １）の物理的な土砂の除去に関しては、茨城県などの行政機関が既に対応している。堆

積物の深さ 5cmがおおよその基準となるようである。しかし、両法ともその後のイネの生

育調査や、土壌の化学性や微生物特性の把握を行いながら進める必要がある。また、故障

した農業機械に関しては、更新と修繕では異なるが国および県からの補助制度がある。 

 以上の対応は現状復帰を原則としているが、茨城大学としては、経営や政策を含めた中、

長期的な見地より、災害後の新しいシステムを提案したい。 
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３. 史料レスキューグループ 
 

高橋  修（人文学部） 
               添田  仁（人文学部） 
               佐々木 啓（人文学部） 
               塚原 伸治（人文学部） 
 
3.1 課題と目的 
史料や文化財というと、国宝や重要文化財などの指定文化財や、博物館や資料館などの

公的機関によって厳重に保管されているものを想像するのが一般的であろう。しかし、実

は、史料や文化財と呼ぶことができるものの大半が、いまだに民間で保管されていること

が、日本社会の特徴である。 
道ばたには、江戸時代にたてられた石碑がたたずんでいる。広い屋敷の蔵には、戦国時

代や江戸時代に地元の人が書き残した古文書や美術品、かつて使われた生活の道具が眠っ

ていることがある。また、数千年の由緒を持つ神社や寺には、数百年前に作られた神仏が

安置され、年に何回か、当時から続くお祭りなどのイベントが行われていることもある。

これらは、日本社会の歴史の実態解明につながる貴重な歴史資料であるとともに、かつて

その地でくらした人びとが体験した出来事や彼らがながめた景色、そして地元に対する熱

い思いが刻まれている、地域固有の大事な「宝」＝地域文化遺産だと考えている。 
このような民間の文化遺産には、地域の先人が歩んできた歴史や、そのなかで培ってき

た文化や教訓が刻まれている。それらは、ときに地域の新しい魅力を教えてくれ、地元の

方々に「ふるさと愛」を育んでもらうための素材、そして地域のコミュニケーションツー

ルとなりうる。また、地域固有の歴史として、過去に起こった災害の記録などが含まれて

いることもあり、地域社会の防災意識の向上に役立てることもできる。 
関東・東北豪雨の洪水によって、常総市を中心に、このような地域文化遺産が数多く被

災した。地域にとってかけがえのないものであるが、それらの多くは指定文化財とは異な

り、行政のケアが行き届かない未指定の文化財である。そこで、本調査では、被災地の自

治体やボランティア団体「茨城史料ネット」と協力しながら、できるだけ多くの地域文化

遺産を保全し、被災地の方々の「心の復興」や防災意識の向上に寄与するかたちでの活用

に向けた道筋をつけることを目的とする。 
 
3.2 方法 
3.2.1 文化遺産の被災状況調査 
常総市教育委員会やボランティア団体「茨城史料ネット」と連携・協力して、文化遺産

が受けた被害の状況を調査する。所在目録をもとに「史料所在地図」を作成し、所蔵者宅

を巡回訪問して、現状を確認する。調査結果については市教委に提供し、地域文化遺産の
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ケアに活用してもらう。 
 
3.2.2 水損した文化遺産への緊急対応 
被災した文化遺産を発見した場合は、自治体や所蔵者の要請に応じて、これらを救出し、

安全な環境で保存するための応急的な処置を施す。とくに、水損した文化遺産（とくに紙

資料）は、時間が経つとカビが繁殖し、廃棄されてしまう危険性が高くなるため、早急な

対応が必要である。作業の人員については、茨城史料ネットを通して歴史学や保存科学の

専門研究者へも協力を呼びかけて確保する。 
 
3.3 被災した文化遺産の救出・保全 
 史料レスキューグループで対応した文化遺産のうち、主なものについて経過報告を行う。 
 
3.3.1 民間所在の文化遺産 

2015 年 9 月 18 日（金）から 20 日（日）にかけて、現地調査を行った。事前に茨城県

教育委員会と常総市教育委員会からの要請をとりつけ、茨城大学をはじめ、筑波大学、茨

城県立歴史館、茨城地方史研究会、茨城史料ネット、千葉史料ネット、神奈川ネットから

協力を得て実施した。 
水海道市史編さん委員会『水海道市史資料集 5 市内資料所在目録Ⅰ』（1977 年）をもと

に「史料所在地図」を作成し、常総市の石下・水海道地区の所蔵者宅を巡回訪問した。調

査票には、所蔵者宅の被災状況、文化遺産の被災状況等を記録した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
廃棄された N 家の屏風・襖の下

張文書を保全する調査メンバー 
（2015年 9月 18日、添田撮影） 

 
 上記の 3 日間で、水損した近世・近代の古文書、屏風・襖、書画類を発見した。9 月 18
日（金）には、N 家の屏風や襖の下張り文書、同 19 日には M 家の美術品、同 20 日には

I 家の近世文書・美術品をそれぞれ救出した。 
とりわけ 20 日に訪問した I 家では、洪水は 2 メートルにまで及び、床上浸水した結果、



80 
 

江戸時代以来の古文書群約 400 点と、幕末から明治時代にかけて活躍した地元出身の著名

な画家の書画類約 100 点が水損した。また、所蔵者が道ばたに廃棄していた文書箪笥から

は、同家に送られてきたと思しき書画類を発見し、間一髪のところで救出することができ

た。これらの被災した文化遺産ついては、所蔵者の意向を受けて、茨城大学・茨城史料ネ

ットで保全することになった。 
ただ、被災直後、茨城大学・茨城史料ネットには水損した大量の文化遺産を迅速に洗浄・

乾燥させるだけの技術・体力はなかった。なぜなら、すぐに使用できる大型の冷凍庫、真

空凍結乾燥機、そして充分な作業・保管スペースがなかったことに加え、本来ボランティ

アの主力であるはずの学生たちが就職活動や公務員試験、卒業・修了論文の執筆の時期と

かさなり、身動きがとれないでいたからである。そこで、東北大学災害科学国際研究所人

間・社会対応研究部門歴史資料保存研究分野の天野真志氏に、救出した文化遺産の一時保

管、洗浄・乾燥処理の作業と方法論の研究について協力を依頼した。結果、快諾を得るこ

とができた。 
水損したものは、すでに独特の臭いを発し始めていたため、現場でカビの繁殖を防ぐた

めの応急処置を施し、ビニール袋に詰めて、N 家・M 家のものとあわせて、東北大学災害

科学国際研究所に搬送した。 
 

 
 
 
 
 
 
 
水損した近世の古文書を水洗いし、

吸水処置をする調査メンバー 
（2015 年 9 月 20 日、添田撮影） 

 
 
 
 
 
 
道ばたに廃棄されていた文書箪笥

から発見された近世の書画類 
（2015 年 9 月 20 日、添田撮影） 
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 このほかに、I 家では親族が別置していた美術品について追加で保全の依頼があった。9
月 29 日には Y 家から笠間藩士の家系図について保全の依頼があった。これら、I 家の追加

分と Y 家のものについては、大学に大型の冷凍庫がないため、それぞれ所蔵者宅の冷凍庫

で長期間保管してもらっていたが、茨城大学理学部・及川真平氏のご厚意により理学部に

ある中型の冷凍庫を用意できたので、10 月 23 日（金）、添田と笠間市教育委員会・額賀大

輔氏が所蔵者宅を訪問し、移管手続きを行った。被災資料は、クーラーボックスに入れて

輸送し、理学部の中型冷凍庫に移して一時保管した。その後、10 月 25 日（日）には、東

北大学の大学院生・泉田邦彦氏の車に載せて輸送し、翌 26 日（月）午前中に東北大学災

害科学国際研究所の冷凍庫へ追加で搬入した。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
中型冷凍庫に被災史料を搬入 
（2015年10月23日、添田撮影） 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
東北大学災害科学国際研究所の真

空凍結乾燥機と天野真志氏 
（2015 年 11 月 5 日、高橋撮影） 
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他に、2016 年 1 月 21 日（木）、高橋が上記 M 家において古文書・書画を追加でレスキ

ューした。この追加分については、現在茨城大学で保管・整理中である。また、9 月 28
日（月）には、常総市の IM 家から、倒壊した常陸大掾平（豊田）政幹の五輪塔について

レスキュー依頼があり、高橋が石造物の研究者に依頼し、保全・調査を進めている。 
なお、2015 年 12 月 1 日（火）には、常総市長から県文化課に正式に協力要請がなされ

た。それを受けて県文化課から、茨城大学および茨城史料ネット・東北大学災害科学国際

研究所等に宛てて資料の受け入れと水損した歴史資料の保全・復元について指導・協力の

依頼（2015 年 12 月 1 日付）があった。 
 
3.3.2 下妻市ふるさと博物館所蔵資料 
下妻市ふるさと博物館が浸水被害を受け、地元出身の詩人・横瀬夜雨（よこせ・やう／

1878-1934）の関係書籍約 20 点と旧公図約 400 点余りが被害を受けた。茨城県自然博物

館の小幡課長のご厚意で、急速冷凍による一時保存が行われたが、2015年10月18日（日）、

その後の保全方法について茨城大学・茨城史料ネットに指導の要望がなされた。同 29 日

（木）、高橋が現地を訪問して対応を協議した。その後、12 月 3 日（木）には、高橋の仲

立ちにより、下妻市長から県文化課に正式に協力要請がなされた。それを受けて県文化課

から、茨城大学および茨城史料ネット・東北大学災害科学国際研究所等に宛てて資料の受

け入れと水損した歴史資料の保全・復元について指導・協力の依頼（2015 年 12 月 10 日

付）があり、被災資料については、東北大学に送られ真空凍結乾燥の処置が施されること

となった。 
 
3.3.3 常総市役所公文書 
 2015 年 9 月 28 日（月）付けで、茨城県教育委員会を介して、常総市長から茨城史料ネ

ット宛に「水損行政史料に係る救助活動」の支援要請があり、同 9 月 30 日（水）から常

総市役所公文書の保全が始まった。市の「永年文書庫」に収められていた文書類、段ボー

ル箱で約 1,100 箱分（約 25,000 点）が水損した。 
公文書ではあるが、古いものは江戸時代にまで遡る、常総市の歴史・文化を解明する上

で大変重要な歴史資料である。茨城史料ネットが全国に応援を呼びかけて、これに賛同し

た茨城大学、筑波大学、国文学研究資料館などの専門研究者や市民・学生ボランティアが

集まり、継続して作業が行われている。これまでに全国からのボランティア、のべ 580 名

（2016 年 2 月 23 日現在、『常総市 文書復旧ニュース』1 号参照）以上の参加を得た。 
国文学研究資料館・青木睦氏、林貴史両氏の支援を受けて、「永年文書庫」から安全な

保管場所への移管は終え、毎週 3～5 日程度の頻度でボランティアを募集し、永年保存文

書をすべて文書庫から搬出し、（１）水損被害を免れた文書を安全な場所で保管する、（２）

水損被害の軽微な文書を送風により自然乾燥させる、（３）被水損害の甚大な文書について

今後の真空凍結乾燥処理に備えエタノール洗浄とパッキングを行う、という３つの作業を
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進めてきた。しかし、被災資料の現状は厳しいと言わざるを得ない。とくに、水損したも

のについてはカビの繁殖が著しく、量も膨大なため、正式に国立文化財機構や国立公文書

館への支援要請も行った。 
常総市としては、この間「常総市役所水損行政文書等復元計画」を策定し、市役所内に

現地本部を置いて、市職員の手による復元作業を開始している。また、各機関・団体に対

し、茨城県教育庁文化課を通じて水損文書の復元に向けた専門的見地からの支援要請を進

めている。2015 年 10 月 24 日（土）、高橋・添田・佐々木は、『行政資料目録』（水海道市

総務部総務課、1984 年）をもとに、同公文書に含まれる歴史資料の歴史学的な意義と評価

について取りまとめ、常総市役所総務課・倉持敏氏に報告した。12 月 14 日（月）には、

常総市・筑波大学知的コミュニティ基盤研究センター・茨城文化財・歴史資料救済・保全

ネットワーク主催で、緊急支援報告会「常総市水損行政文書の救助と復旧」（於常総市役所

第一分庁舎）を行い、被災公文書の現状と復旧への取り組みの現状を広く共有するととも

に、常総市へのさらなる支援を訴えた。 
2016 年 1 月からは、常総市行政文書保全指導員をつとめる林貴史氏を中心として、臨

時職員の雇用やシルバー人材センターからの派遣とあわせて、常総市役所第一分庁舎にお

いて平日毎日作業を行っている。水損の公文書には専門的見地から技術的支援の必要なも

のが多数存在する。これまでの作業で文書の劣化進行は抑制されたが、復元には今後数年

かかる見通しである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
常総市公文書の整理作業場の様子 
（2015年10月10日、添田撮影） 
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カビの生えた公文書 
（2015 年 10 月 10 日、添田撮

影） 
 

3.3.4 東北大学災害科学国際研究所での整理作業 
 レスキューしたもののうち、上記 I 家、N 家、M 家（一部）、Y 家、下妻市ふるさと博

物館所蔵資料、合計約 1,000 点については、現在、東北大学災害科学国際研究所において

整理を進めている。付着したカビの繁殖を防ぐために氷点下30度で凍結させた古文書を、

真空凍結乾燥機に入れ、2 日間かけて乾燥させる。カルキを抜いた水道水に 1 枚ずつひた

し、筆や刷毛で表面についた汚れを落とす。そして、濾紙ではさんで自然乾燥させ、洗浄

にあたって解体したものについてはのりやひもを使って復元する。作業部屋には、独特の

異臭がたちこめているが、洗浄作業を終えた古文書の匂いはほとんどとれている。東日本

大震災のとき、津波をかぶった文化遺産を洗浄・修復するなかで培われた被災地の経験と

技術が、関東・東北豪雨水害においても活かされている。 
 

 
 
 
 
 
 
 
水損した古文書を水で洗う学生

ボランティア 
（2016年 3月 14日、添田撮影） 
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乾いた古文書の復元作業を行う

学生ボランティア 
（2016年 3月 15日、添田撮影） 
 

 
2016 年 2 月 17 日（水）-19 日（金）、3 月 14（月）-15 日（火）には、高橋・添田・佐々

木が、茨城史料ネットの学生ボランティアのべ 30 名とともに、同研究所において上記の

洗浄・修復作業を行った。ただ、作業場は一度に 10 名ほどが作業する広さしかなく、1
日で処理できるのは 300 枚程度である。また、水戸～仙台の旅費も要する。今後、被災し

たものを茨城大学へ移管して作業する方法の検討なども含めて、長期的な対応が必要にな

る。 
 
3.3.5 茨城大学での整理作業 
 M 家から追加でレスキューしたものについては、現在茨城大学で保管し、自然乾燥と調

査・整理作業を進めている。なお、保管・作業場所については、本調査団（ICAS）の協力

を得て、2017 年 2 月末まで学内に確保することができた。 
 
 
3.4 成果の公開 
3.4.1 報告・講演 
・2015 年 11 月 18 日（水） 
  添田仁「被災した文化遺産の保全と地域の再生－茨城史料ネットの活動を中心に－」

（茨城県図書館協会大学図書館部会、於茨城大学図書館、参加者約 20 名） 
・2015 年 12 月 5 日（土） 
  添田仁「関東・東北豪雨水害から文化遺産を救い出す－茨城大学・茨城史料ネットの

取り組み－」（茨城大学人文学部第 11 回地域史シンポジウム「自然災害に学ぶ 茨城

の歴史－被災の記憶と教訓を未来へ－」、於茨城大学人文学部、参加者 214 名） 
・2015 年 12 月 14 日（月） 

添田仁「関東・東北豪雨水害 被災した古文書の救出作業」（緊急支援報告会「常総市
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水損行政文書の救助と復旧」、於常総市役所、参加者約 80 名） 
・2016 年 3 月 19 日（土） 

添田仁「関東・東北豪雨水害 水損した文化遺産の救出と保全」（第 2 回全国史料ネッ

ト研究交流集会、於郡山市民プラザ大会議室、参加者約 100 名） 
・2016 年 3 月 25 日（金） 
  添田仁「地域の「宝」を救い出す」（茨城大学 関東・東北豪雨水害調査団報告会、於

常総市役所、参加者約 50 名） 
・2016 年 4 月 3 日（日） 
  高橋修「関東・東北豪雨災害と歴史資料の危機」（茨城地方史研究会 第 51 回地方史

公開セミナー、於常陽芸文センター、参加者約 60 名） 
 
3.4.2 論文・レポート 
・高橋修「関東・東北豪雨災害 資料レスキュー私記」（茨城史料ネット・メールニュース

77,80,84,85,90,92,93,94、2015 年 10 月 3 日-31 日、茨城史料ネット HP より一括ダ

ウンロード可）、のちに高橋修「関東・東北豪雨水害 資料レスキュー私記（一）」（『史

料ネット News Letter』81、歴史資料ネットワーク、2016 年 2 月、pp.4-7）として

一部訂正して転載。 
・添田仁「関東・東北豪雨水害 水損した文化遺産の救出と保全」（『第 2 回全国史料ネッ

ト研究交流集会予稿集』、第 2 回全国史料ネット研究交流集会実行委員会・独立行政

法人国立文化財機構、2016 年 3 月、pp.14） 
・添田仁「関東・東北豪雨水害から文化遺産を救い出す－茨城大学・茨城史料ネットの取

り組み－」（『自然災害に学ぶ 茨城の歴史－被災の記憶と教訓を未来へ－』、茨城大学

人文学部、2016 年 3 月、pp.33-43） 
 
3.4.3 新聞 
・「被災史料の修復助言 茨城史料ネット 常総で保全活動」（『茨城新聞』、2015 年 9 月 21

日） 
・「地域資料 散逸防げ」（『茨城新聞』、2015 年 9 月 27 日） 
・「水没史料を大学教授らが回収、保全 猪瀬東寧の画帖も」（『産経新聞』、2015 年 9 月

28 日） 
・「豪雨で水没の史料を救え」（『日本経済新聞』、2015 年 9 月 29 日） 
・「公文書、数万点が浸水」（『茨城新聞』、2015 年 10 月 1 日） 
・「若者パワーで文化財保護」（『茨城新聞』、2015 年 10 月 1 日） 
・「浸水公文書を救え」（『朝日新聞（茨城版）』、2015 年 10 月 1 日） 
・「常総市公文書 劣化食い止め」（『東京新聞（茨城版）』、2015 年 10 月 1 日） 
・「公文書 ボランティアが救う」（『読売新聞』、2015 年 10 月 8 日） 
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・「公文書の修復 急ピッチ」（『毎日新聞』、2015 年 10 月 8 日） 
・「水没公文書、数万点救え 茨城・常総市、専門家ら修復・保存」（『産経新聞』、2015

年 10 月 9 日） 
・「水損文書 修復始まる」（『神奈川新聞』、2015 年 10 月 10 日） 
・「被災文化遺産 守り伝える」「常総の水害でも古文書など多数」（『朝日新聞（茨城版）』、

2015 年 11 月 12 日） 

・「〈関東・東北豪雨〉地盤沈下の進行で被害が拡大か」（『毎日新聞』、2015 年 11 月 14 日） 
・「被災文化財を展示」（『東京新聞』、2015 年 11 月 15 日） 
・「いばらきひと物語 添田仁さん 文化財 災害から救う」（『東京新聞』、2015 年 11 月 22

日） 
・「津波の記憶、伝える役目 鹿島港周辺の被災文化財」（『茨城新聞』、2015 年 11 月 22

日） 
・「「水没文書」を救え 常総市・修復技術学ぶ研修会」（『茨城新聞』、2015 年 12 月 8 日） 
・「水没文書、復元に 2 年 常総市が計画策定」（『茨城新聞』、2015 年 12 月 15 日） 
・「被災地の宝」（『読売新聞』、2016 年 1 月 10 日） 
・「茨城大の「調査団」４グループ、常総で成果報告会」（『毎日新聞』、2016 年 3 月 27 日） 
・「人物ファイル 茨城史料ネット事務局長 添田仁氏 被災地の文化財救う」（『日本経済新

聞』、2016 年 3 月 31 日） 
・「茨城大研究者ら 浸水の古文書 修復作戦」（『読売新聞』夕刊、2016 年 4 月 5 日） 
・「「豪雨被災の史料」修復へ」（『読売新聞（茨城版）』、2016 年 4 月 6 日） 
・「防災伝える救出古文書 茨城大調査団 常総で報告会」（『東京新聞』、2016 年 4 月 6 日） 
 
3.4.4 ラジオ 
・「復興へのメッセージ 関東東北豪雨発生から 1 ヵ月（2）茨城大学・史料レスキューの

取り組み（添田仁）」（NHK ラジオ第一「マイあさラジオ」、2015 年 10 月 17 日） 
 
3.4.5 テレビ 
・「自然災害の歴史から教訓学ぶ（地域史シンポジウム）」（NHK 水戸、2015 年 12 月 5 日） 
 
3.4.6 ホームページ 
・茨城史料ネット HP http://ibarakishiryou.web.fc2.com/ 
 
3.5 これまでの成果と今後の課題 
3.5.1 被災した文化遺産の保全のための環境整備 
史料レスキューグループでは、常総市の水海道地区を中心に 35 件を調査し、ほかに電

話などで相談 5 件を受けつけた。全体で 40 件を調査・対応している。このうち 11 件の被
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災を確認し、うち 9 件（約 26,000 点）についてレスキュー等の処置をおこなった。レス

キューの対象は、古文書、行政文書、美術品、図書、石造物など多岐にわたる。また、所

蔵者も個人から市役所・図書館・博物館などいろいろである。これら史料レスキューグル

ープで救い出したものについて、適切な処理を施すための一応の環境を整えることはでき

た。 
 しかし、課題は山積している。水損した文化遺産のうち洗浄・乾燥の作業を終えたもの

は、常総市公文書を除いても、まだ全体の 2 割程度である。東北大学災害科学国際研究所

での作業をどのように続けていくか、また茨城大学に移管して作業する場合は、どのよう

にしてノウハウを継承していくか、財源の問題も含めて課題は多い。また、洗浄・乾燥の

あとには、くずし字の解読能力を必要とする資料目録の作成作業も控えている。さらに、

返却にあたっては、史料に付着した汚れや臭いを取り去っておくことは必須だが、真空凍

結乾燥処理後に史料に残留する成分除去の方法については、まだ確固たる方法を見つけら

れていない。何よりも、まだ返却先が決まっていないものも含まれており、地元の自治体

や住民との調整などについても長期的な対応が必要である。 
 
3.5.2 被災した文化遺産の活用に向けて 
 今回レスキューした文化遺産のなかには、被災地の復興のなかで活用しうるものが散見

される。とりわけ、上記の I 家は、江戸初期、当時まだ鬼怒川と小貝川に挟まれた湿地だ

った常総の地で、幕府と協力して新田開発と水路（八間堀川）の開削を行うなど、地元の

名士として長い歴史を持つ家である。水との付き合いも長い地域ということもあり、今回

救い出した古文書のなかにも、過去に起こった水害の記録がいくつか見られる。たとえば、

宝暦 7 年（1757）5 月に発生した水害の記録として、「右堤の儀、当五月中大水にて悉く

惣越にまかりなり、堤切所 11 か所、長さ延べ 51 間（約 93m）あまり切れ込み、田畑と

も一円水かむり皆損つかまつり、その上居屋敷まで水押し入り」と記されている。現段階

では断定できないが、八間堀川が氾濫した記録と推定できる。また、常総市公文書のなか

にも、水との格闘の歴史を示す文書が数多く見られた。 
まだ文書類の大半が洗浄・修復作業中であり、詳細な検討はこれからになるが、このよ

うな文書は過去の災害の歴史と、関東・東北豪雨水害による被災の経験の両方を語ること

ができる、貴重な文化遺産となるだろう。過去の水害や防災の記録を通して、被災地の方々

の防災意識の向上に役立てることができればと考えている。 
また、同じく I 家の前の道端に捨てられた文書箪笥のなかには多くの書画が収められて

いた。これは、同家が、猪瀬東寧（1838-1908）という南画家を輩出した家だからである。

彼は、明治 14 年（1881）・36 年（1903）の内国勧業博覧会で受賞、明治 30 年（1897）
の東京南画会設立の中心人物でもある、明治期の南画界を代表する画家である。実は、彼

の絵は、今回レスキューを行った近隣のお宅からも出ている。おそらくは、地域のなかで、

彼の絵を持っていることが一種のステータスになっていたのであろう。I 家は、地域の文
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化の核となる家だったのかもしれない。今後の研究がまたれるところだが、今回救い出し

た文化遺産から、地域の新しい魅力を発掘できればと考えている。 
 
3.5.3 地域文化遺産の防災について 
被災を通して、茨城県内の地域文化遺産をめぐる現状と課題も浮き彫りになった。 
被災直後、史料レスキューグループは、旧水海道市が 1977 年に発行した『資料所在目

録』に記載された所蔵者の家をまわった。目録をたよりに所蔵者の住所を訪ねると、駐車

場やさら地になっている例が 4 件あった。現在の当主が所蔵状況を知らなかった例も 4 件

あった。前回の所在調査から 40 年が過ぎ、転出や代替わりなどのために文化遺産にかか

わる情報が地域社会のなかで継承されていない現状が明らかになった。正確な所在目録が

なければ、いざ災害が起こったときに、調査に回ることさえ困難になってしまう。かつて

の自治体史編さんなどの際に自治体で行った文化遺産の所在調査について、早急に再調査

を行う必要があることを明言しておきたい。 
また、今回個人宅や博物館でレスキューした文化遺産の大半は、東北大学災害科学国際

研究所に送って洗浄・修復作業を行っている。平時からの広域連携・交流があったからこ

そ実現したレスキューであり、その意義は大きい。しかし、裏を返せば、今回のような災

害時にレスキューした文化遺産の保管・整理にたえうる設備が茨城県内に存在しなかった

ことの結果でもあり、文化財の関係者は、次の災害に備えてしっかりと自覚しておく必要

があるだろう。 
 
以上のような課題と反省もふまえながら、今後は、被災した文化遺産を活かして、地元

の方々に自分たちの地域の歴史や文化に対する理解を深めてもらえるきっかけ作りを進め

ていきたい。 
 
 
＜注意＞この報告はこれまでに得られた結果に基づいて書かれたものです。今後の調査に

より内容が訂正される場合があります。 
 

（文責：添田 仁） 
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４．住民ケア支援グループ 
 

伊藤哲司（人文学部） 
               金丸隆太（教育学部） 

石島恵美子（教育学部） 
               須田真依子（農学部） 
 
 以下「4.1 災害時のメンタルヘルスケア ―水害の場合の特徴と対処―」「4.2 外国人

被災者のメンタルヘルスケア」「4.3 被災住民が集う場づくり ―住民と学生の関わりをと

おして―」「4.3 学生ボランティアの関わりと学び」の順に記述する。順に、金丸・須田・

石島・伊藤が執筆を分担した。 
 
4.1 災害時のメンタルヘルスケア ―水害の場合の特徴と対処― 
4.1.1 文献検討 
 地球上のあらゆる生物は，気候や地殻の変動による自然災害に苦しめられてきているが，

ほとんどの生物は「自然災害が起きそうな所に住まない（分布しない）」「自然災害をいち

早く察知し逃げる」という方法で適応している。しかし人間は高い知能を持つことで「ど

こにでも住み，ぎりぎりまで逃げない。さらには自然災害による被害を最小限に抑えるべ

く建造物などで対策する。」という，他の生物から見れば特殊な適応方法をとっている。自

然災害に備え，自然災害を減らそうとして自然と闘っている，とも言える。 
 それだけに，自然災害から大きな被害を与えられるというのは，闘いに負けたと言うこ

とであり，「どうして○○できなかったんだ」という想いによる心理的なダメージは大きい。

自然災害は世界中のどこでも起きるリスクがあり，規模が大きく，住民に甚大な心理的ダ

メージを与えるため，メンタルヘルスの分野でも研究は多い。 
 Clements, B. W. & Casani, J. A. P.（2016）は，人間にとっては自然災害後に心身の健

康をサポートすることは，水や食料を得ることと同等に重要であることを述べている。人

間の高度な脳はトラウマ（心的外傷）を受けやすく，トラウマからの回復方法も自律神経

系の中にある程度は備わっている。しかし自然災害によるトラウマは日常のストレス対処

法で回復できる範囲を大きく超えてしまう。そのため，個々人ではなくコミュニティに回

復能力を持たせることの重要性も述べている。 
 関山（2012）は 2010 年 10 月，奄美豪雨災害で被災した学校の復旧過程を心理学的に

検討し，災害そのものだけでなく取材対応や事務手続きが学校や行政職員に心理的な負担

をかけることを明らかにした。また水害が過疎化を加速させる可能性を指摘し，心理的な

問題を考える際には社会的，経済的，共同体的な次元が無視できないことを述べた。 
 WHO は 2011 年に心理的応急処置（サイコロジカル・ファーストエイド：PFA）を発

行した。これは自然災害，武力紛争，事故などの危機的な事態においてどのようなメンタ
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ルヘルスケアをおこなうかを概説した支援の手引きで，世界中の様々な事態における支援

方法を説明している。大切なのは「人びとの自立を支援し，その状況に対してその人自身

がコントロールする力を取り戻せるように手助け」をすることであり，そのために地域の

文化をていねいにアセスメントすることが求められる。 
 世界四大文明を例に出すまでもなく，人間の社会は川の流域で発展しやすく，水害との

闘いの歴史も長い。文献を検討して分かったことは，水害がそもそも人間とは切っても切

れない代表的な自然災害である一方で，高度に文明化が進んだ現代においてはどこで水害

が起こるかによって地域にもたらす被害が大きく異なり，また心理的なダメージの特徴も

異なることである。そしてメンタルヘルスケアで特に重要なのは，地域住民が何を喪失し

たのか，喪失の個別性をしっかりとアセスメントすることだと分かった。本調査では住民

の視点から喪失の内容を吟味することを重視した。 
 
4.2.2 アクションリサーチ 
 住民の視点を重視するために「当事者性」をキーワードにして調査を進めた。方法は当

事者の活動に合流しながらメンタルヘルスケアを考察していくアクションリサーチを採用

した。具体的には 2015 年 10 月から 2016 年 3 月にかけて，以下の活動をおこなった。 
 
(1) 避難所での住民や市職員との語り。 
(2) NPO が主催するミーティングに参加し支援者や住民と意見交換。 
(3) 市が主催するミーティングに参加し様々な職業に従事する住民と意見交換。 
(4) NPO が主催する交流会に学生とともに参加し，転出した住民の話を聴く。 
 
それぞれの活動から様々な当事者の方々に会うことができた。そして今回の水害の特徴

としてメンタルヘルスケアに関する 5 つのカテゴリーを抽出した。 
【家屋修繕の選択】一部損壊，半壊，大規模半壊，全壊と家屋の被害状況に応じて，災

害救助法，被災者生活再建支援法，茨城県災害見舞金等から適用される支援金の額は異な

る。しかしどの被害状況においても，修繕やまして新築にかかる費用が完全にまかなわれ

ることは無い。住民は「家をどうするか」という選択を迫られることになり，それは経済

状況や住民の年齢，職業などと複雑に絡み合ってくるので簡単には答えを出せない。家を

どうするかという決断は人生に大きく影響するものであり，あらためて自分達がここに住

むことをどう考えているか，見つめなおすことになり，その個人差があぶり出された。 
【市職員の疲弊感】自然災害時はいつでもそうだが，初期対応は市職員が中心になって

おこなわれ，その業務は容易にオーバーワークとなる。24 時間態勢の 1 次避難所が最大

23 カ所開設され，市職員は交代勤務で避難所に詰めた。そして多くの市職員が常総市民で

あり，家屋や車が被災していた。市職員向けの相談会が市役所内で開かれたこともあった

が，その利用は難しかった。 
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【車の被災】車社会の常総市において，自家用車，社用車，公用車，そして農業用のト

ラクター類が多く水没して廃車となったことは，復興に大打撃を与えた。移動手段を奪わ

れると言うことは心理的な自由度が束縛されることにつながり，その歯がゆさ，不自由さ

は大きなストレスとなった。 
【天災か人災か】越水・決壊の直接的な原因は集中豪雨だったが，雨だけが原因だった

のか。住民の間では様々な憶測が飛び交い，それは先述した「今回の災害は防げたのでは

ないか」という想いに強く影響した。大規模な水害が起こるほどの河川で，人の手が加わ

っていないところは我が国にほとんど無いだろう。「誰のせいでこうなったのだ」という強

い怒りに向き合うことが，メンタルヘルスケアでは重要であろう。 
【住む街を選ぶ】水害によって家屋が大きな被害を受けた後に，全く同じ所に住み続け

ようという決断はなかなかできない。ではこれからどこに住もうかと考えたときに，川と

の位置関係，土地の高低という地理的な要因だけでなく，そもそもこの町，この市はどう

なんだろうという大きな悩みが到来する。近代の日本社会が作り上げた個の尊重，グロー

バル化は，好きなところに住んで良いという自由ももたらしており，水害によってあらた

めて街のことを考えるという機会が与えられた。 
 

4.2.3 今回の災害とメンタルヘルスケア 
 思いきった言い方をすれば，今回の水害はゆるやかに過疎化が進む農村地帯に，この街

をどうしていくかという課題を急激に突きつけた。そして住民達があえて強く表明してこ

なかった，街に対する想いの個人差を浮き彫りにし，お互いの想いを確認し合うことで様々

なレベルでの「郷土愛の喪失」をもたらしてしまった。これが今回の災害とメンタルヘル

スケアを考えたときの，最大の特徴であろう。人は集団で生活する生き物であり，それぞ

れが様々な集団（コミュニティ）を持っている。学校，会社，友人，趣味の集まり等の様々

なコミュニティがあり，通信手段の普及でいつでも誰とでもつながりやすい現代において，

街すなわち居住地域というコミュニティは個人にとって重要度が低くなってきているよう

に見える。しかし物理的なコミュニティとして最も影響力があり，文字通り暮らしの基盤

となっているのが居住地域である。「このあたりに住んでいる人達は，みんなこのあたりが

好きなんだろう」という漠然とした期待，信頼感が地域住民の共通点であり，つながりを

もたらしている。 
 郷土愛の喪失はあいまいな喪失（Ambiguous Loss；Boss, P. 1999）のひとつと言え，

悲嘆，抑うつ，不安，無力感等を引き起こすと考えられ，そしてその原因を本人ははっき

りと自覚しづらい。メンタルヘルスケアにおいては，「街のことをどう考えたか」という点

を丁寧に聴くことが重要である。 
 そして今回のような「ゆるやかに過疎化が進む農村地帯への自然災害」は日本中の至る

所で起こる可能性がある。少子高齢化が進む我が国で，「別にここに住み続けなくても良い」

という自由さは，個人のコントロール感を高めてメンタルヘルスを良好にする可能性もあ
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る一方で，居住地について突然の選択を突きつけられたときに，メンタルヘルスケアを悪

化させる要因にもなり得る。したがって，自然災害時にはむしろ「魅力的な街として復興

していく」という活動こそが，メンタルヘルスケアの要になると言える。 
 
4.2 外国人被災者のメンタルヘルスケア 
4.2.1 常総市における外国人被災者の状況と調査概要 
 H27 年 9 月に発生した関東・東北豪雨により、常総市在住の外国人（約 3,000 人、約

2,200 世帯、当時）は、日本人在住者と同様に被災した。復興支援 NPO や常総市による

外国人向け生活復旧相談会や学習支援活動等で、被災状況の情報収集やボランティアとの

生活再建支援が行われているものの、住宅修復の遅れ、人口流出、地域の衰退化等の問題

の発生が懸念されている。そのため、茨城大学 H27 年関東・東北豪雨調査団住民ケア支援

グループ（以下、水害調査団住民ケア支援グループ）はたすけあいセンターJUNTOS（以

下、JUNTOS）との協力により、常総市で最も在住割合の高いブラジル人被災者を対象に、

学生ボランティアによるポルトガル語通訳で非構造化インタビューを実施した。インタビ

ュー結果から、水害発生からの生活、外国人として特に困っていること、水害の教訓や将

来の不安などの心理的変化について分析し、地域再生と減災に向けて求められる外国人住

民ケアのあり方を検討した。 
 
4.2.2 対等な関係を築くための「声」を阻む 3 つの壁 
 東日本大震災発生後、復旧復興期間において、移住者と日本人は「対等な関係」ではな

く、対等な関係を築くための「声」を阻む 3 つの壁があることが指摘されている（図）。「心

の壁」については、 地域社会の多文化化や「共生」意識の浸透とともに解消されつつある

一方で、いまだ無自覚な 「国民」意識が根強く残っている現実がある。常総市は、人口の

約 6%が外国人であり、全国的に見て外国人の割合が非常に高い地域であることから、関

東・東北豪雨による被災で外国人が同様の状況に置かれる可能性があることを、念頭に置

く必要があるだろう。 
 

言葉の壁：言葉（日本語）が十分でないために「声」をあげることができない 
心の壁：その「声」に耳を傾けようとしない 
制度の壁：「声」を社会に反映するための制度が整備されていない 
 

図 対等な関係を築くための「声」を阻む 3 つの壁 
 
（引用 国士舘大学 鈴木 江理子 日本学術会議シンポジウム「東日本大震災とマイノリ

ティ」 2013.1.27） 
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4.2.3 なぜアクションリサーチなのか 
 2016 年 3 月現在、復旧の最中にある被災地・被災者にとって、被災時や被災後にどの

ような生活状況なのかをお聞きし、被災者・支援者等へなるべく早急にフィードバックす

ることが重要である。本調査では、水害調査団住民ケア支援グループと JUNTOS が核と

なり、常総市の地域再生と減災のプレイヤーになる方々と協働しながら、被災から今日ま

での市民の声をまとめて発信することを目的とした。本活動自体が減災のひとつであり、

多くの方に JUNTOS や水害調査団の活動の趣旨を理解して頂き、今後の復興・地域再生・

減災の活動に参加してもらうことがねらいである。また水害調査団の枠の中だけでなく、

常総市、支援団体等のマルチステークホルダーの活動も見ながら、H27 年関東・東北豪雨

後の地域再生と減災に向けて求められる外国人被災者のメンタルヘルスケアのあり方を提

言することを目標とした。 
 
4.2.3 インタビュー調査概要 
調査票は調査グループ（JUNTOS および住民ケア支援グループ）が共同で作成し、水

害発生からの生活、外国人として特に困っていること、水害の教訓や将来の不安などの心

理的変化を重点的に聞くことを目的として、13 項目にまとめ、ポルトガル語に事前に翻訳

し、当日、対象者に提示した。インタビュー対象者は、JUNTOS がもつ外国人被災者と

のネットワークより、在住割合の多いブラジル人より選出し、JUNTOS より電話で事前

に依頼した。インタビュー実施者は、事前に、インタビュー対象者の概況について簡単に

把握してからインタビューを実施した。 
 

調査日時： ① 2016 年 2 月 19 日（金）13:00-14:00 
    ② 2016 年 2 月 24 日（水）13:00-15:15 
対象者：日系ブラジル人二世・40 代女性の 2 名 
調査場所：市内レストラン 
調査票名：「2015 年 9 月の水害後の状況について教えてください」 
インタビュー実施者： 金丸、山崎（2016 年 2 月 19 日） 

須田、安永、山崎（2016 年 2 月 24 日） 
インタビュー手法：質問票を使用した非構造化インタビュー（ポルトガル語逐次通訳によ

る） 
質問項目：次の 13 項目および家族構成等基礎情報・自宅の罹災状況 
① 9 月 10 日から今まで、どのように過ごしてきましたか？ 
② 生活はどのように変わりましたか？ 
③ 子どものことで困ったことはありますか？ 
④ この災害で、日本人との関わりで変わった点はありますか？ 
⑤ 同じ出身国の人で他に困っている人はいますか？ 



95 
 

⑥ 日本人と比べて、不利だったことはありますか？ 
⑦ 嬉しかったことは何ですか？ 
⑧ 辛かったことは何ですか？ 
⑨ 今後のことで考えていること、悩んでいることは何ですか？ 
⑩ 今回学んだことや教訓は何ですか？ 
⑪ まちやくらしの再生、復興で必要なことは何だと思いますか？ 
⑫ 行政（市）に望むことは何ですか？ 
⑬ 市外の人たちへのメッセージをお願いします。 
 
4.2.5 インタビュー結果概要 
被災状況：浸水により自宅半壊、避難生活後、常総市内のアパートへ家族と引っ越し生活

している 
質問項目への回答（抜粋）： 
当日、役場から越水前に避難するように電話が来たが、雨が降っているだけなのにと不思

議に思った。電話がなければ避難しなかった。／水害発生当時は、「何とかなる」と信じ家

族の事に集中したが、しばらくはコーヒーや食事が喉を通らなかった／17 年間日本に住ん

でいて日本人との個人的な関わりはあったが、水害を機に初めて日本の団体と関わった／

避難所で列に並んでいるとじろじろ見られたりするのが恥ずかしかったり、日本語が話せ

ないために申し訳なく遠慮してしまうことがあったが、災害ボランティア団体に日本人以

外でも支援を受けられますよと教えてもらった／日本語が話せないことは辛い／日本人の

対応は早く適切で、みんな感謝している。ブラジルではこうはいかない／友人でご飯もろ

くに食べられないほど経済的に困っている友人がいるので、被災後、時々生活費を渡した

り、食べ物をあげたりしている。 
 
4.2.6 今後の外国人被災者のメンタルヘルスケアの充実に向けて 
インタビュー結果より、水害後の外国人被災者に対する日本人支援者の親切さが浮き彫

りになると共に、激甚豪雨水害の心的ケアの改善とサポートの必要性が明らかになった。

特筆すべき事としては、支援をしてもらいたい時に、外国人からは言えない現状がある事

が考えられる。本調査の目的や目標を達成するためには、今回のインタビューでは十分で

はなく、さらなるアクションリサーチが必要である。地域再生と減災に向けて求められる

外国人住民ケアのあり方を検討するためには、大学や研究機関が中心となって、外国人被

災者とステークホルダーへのインタビュー等で、さらにエビデンスを積み重ねることが必

要である。また、水害発生からの生活、外国人として特に困っていること、水害の教訓や

将来の不安などの心理的変化について分析しつつ、マジョリティだけの声を復興計画等に

反映するのではなく、外国人だけではなく、どんな市民にとっても住みやすいユニバーサ 
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ルデザインを描きながら、マイノリティの声も丁寧に拾い上げることの重要性を認識して

いく必要があるだろう。 
今回、調査対象とした常総市のみならず、外国人在住割合の他都市においても、災害発

生時および復旧・復興期の外国人被災者の心的ケアが必要であるため、今後、常総市が、

外国人被災者へのメンタルヘルスケアも含めた災害復興モデル地域となっていくことが望

まれる。 

 
4.3 被災住民が集う場づくり ―住民と学生の関わりをとおして― 
4.3.1 実施概況・目的 
 3 月 20 日（日）北水海道ビジネスホテルの食堂で「こなもん交流会」を開催した。参加

者は、住民のみなさん 14 人、住民ボランティア 4 人、学生ボランティア 6 人、一般ボラ

ンティア 4 人、NPO コモンズ 5 人、茨城大学教員 2 人であった。内容は、大洗のご当地

グルメの「たらし」を作り、食し、語り合った。また、大学教員が常備食をストックロー

テーションの実践のメニューを紹介し、ライフスタイルを大切にした災害への備えを共有

した。被災住民の集う場を作り、共生意識を育む場の礎作りを探索的に検討する。 
 
4.3.2 方法 
 企画は、NPO コモンズスタッフ、住民ボランティア、茨城大学教員が行った。「料理を

持ち帰ることなく時間と場所を共有できる郷土料理」ということで、メニューに「大洗の

ご当地グルメ たらし」を採用した。被災住民への呼びかけは、下記のちらしや住民ボラン

ティアによる声かけなどで行った。 
 費用は常総市福祉協議会とカンパで行った。買い出しは NPO コモンズスタッフと茨城

大学の職員が行った。器具は、NPO コモンズのものと住民ボランティアの持ち寄りで行

った。 
 

 
図 今後の外国人被災者のメンタルヘルスケアの充実に向けた提言 

激甚豪雨水害の心的ケアの改善とサポートの必要性

大学や研究機関が中心とな
り、さらにエビデンスを積み
重ねる

どんな市民にとっても住みや
すいユニバーサルデザイン
を描きながら、マイノリティの
声も丁寧に拾い上げる
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4.3.3 結果 
〇参加した住民の皆さんの声 
・初めての「たらし」とっても美味しかった。又、こんな時間がほしいです／家に１人で

いても寂しいので、みんなと話ができる場が楽しい／私達はまだ見捨てられていないと思

った／役に立つことを教えてほしい／やっと笑えるようになった／若い人と話せて楽しい 
 
〇住民ボランティアの方の声 
・自分たちの地域を災害をきっかけに絆を深めて、盛り上げたい／被災の程度で申し訳な

く思い疎遠になってしまうことが多かったが、このようなことをやると再会できるきっか

けになりうれしい／みんなの笑顔を見られてうれしい／まだ作り笑いの人もいる 
 

 
写真１：こなもん交流会の様子 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真２：自己紹介をする学生と住民のみなさん 
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図３ NPO コモンズのスタッフからの説明を受けるボランティア 
 

○一般ボランティア M さんの感想 
今回参加させていただいた第一回こなもんの会。僕にとって初めて参加したボランティア活

動でした。普段の生活では、なかなか二つ上の世代の方と話をする機会はなく、今回は非常に

貴重な経験となりました。昨年、常総市で水害が起こってから、被災地を訪問したのは初めて

でしたが、未だに水の跡が残って いたり、農地の使用が止まっていたりとその傷跡は深く残

っており、正直なところ驚きました。半年が経過し報道で目にする機会が減ってきても、それ

が＝復興 ではないということに改めて気づかされました。修繕が完了した家は 50%程度とい

うのが現状で、やはり現場とそれ以外との認識の差を埋めるためには、現場以外の人たちの意

識を変えるだけでなく、現場から発信していくことが大切だと思いました。僕自身高校生の時

に東日本大震災を経験して、余震の恐怖に耐えながらライフラインが止まった中で配給をもら

うという生活をしていました。やはり被災した方々には物質的な支援だけでなく、メンタルの

ケアも重要です。ただし、こちらが良かれと思っている活動が必ずしもためになっているとは

限らないので、支援する側の自己満足になってはいけないと思いました。そういう意味でも、

住民の方々から直接話を聞ける今回のような機会はとても貴重だと思いました。 
 

○一般ボランティア T さんの感想 
本日、SeRV 東京で参加させていただきました○○と申します。本日、SeRV の参加者を代表

して、このたび、コモンズ事務局様を通してこのような貴重 な経験を体験いただけましたこ

とに深く感謝申し上げます。初めて水海道の地を訪れて感じましたことは、復興がまだ道半ば

ということです。財産の大半を家の 再建に費やしてしまったため、家財や衣類などの生活必

需品に手が回らない人や、ここでの生活を諦めて街から転出される方もいらっしゃることを聞

き、希望とは裏腹に厳しい現実が厳然と存在しているということです。しかし、町の住民の憩
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いの場所ができたことと、そこを通じて住民との交流の場所ができたのはとて も喜ばしいこ

とです。住民からは少しずつですが、花壇作りや花火大会などの話しが聞けたので、後は住民

一人一人の合意形成が良い方向で深まっていけるよう念じて止みません。また、本日 SeRV の

メンバーは次回もぜひ参加したいとの強い想いを一人一人が抱いております。微力ではありま

すが、皆様の今後の諸活 動に少しでも携わり共有できたらと思います。本日はありがとうご

ざいます。 
 
〇参加した学生 S さんの感想 
本日はお疲れ様でした。今回のような会に運営側として参加するのは初めてだったのではな

いかと思っています。経験がなかったため、とにかく迷惑をかけないよう頑張ったつもりです。

本日僕が参加できたのは、伊藤さんと安永さんとのご縁があったからだと思っています。お二

人に出会えたことに本当に感謝しています。 
こなもん会の感想と、自身の反省を書きたいと思います。 

まず感想ですが、地元の人たちが集まる場所を提供でき、多くの お姉様方が笑顔で話してい

るのを見ることができて良かったなと思います。被災されて、多くの問題や心配事を抱えてい

る中、少しでも癒しを提供できたのかな と思います。お姉様方とお話をしていましたが、昨

日はいろいろなことが頭を巡って眠れなかったと言っている人がいました。そんな話を聞いて、

僕が高校 2 年 の時に経験した震災を思い出しました。数日ではありましたが避難所で生活を

し、この先どうなるんだろうと思っていた記憶があります。水道、電気、ガスが使 えなくな

ったときは、本当にいろいろなことを考えました。あ、この人元気そうに見えるけど、本当は

大変でつらいんだなと感じました。一見元気そうでも、実 際に話をしてみないと本当はどう

なのかわからないもんだな、と思いました。その人の心の声を聞けたのは、一緒にご飯を食べ、

雑談ができる場があったからだと思います。道で会った時の雑談ではこうはいかないと思いま

す。「こなもん会」のような会を開くことは大切なことなのだなと感じました。 
次に自身の反省ですが、来ていただいた地元の方々に気を配りすぎて、運営側への配慮が疎

かになってしまったと感じています。地元の方への行動の為に、運営側の人たちを頼りすぎて

しまいました。少し探せば見つかるよう なものを探させてしまったり、自分で考える前に人

にアイディアをもらったりと行動を早めるために運営の方々に迷惑をかけてしまいました。誰

かを頼る前に、自分で考えて行動するという当たり前のことが出来ず、反省しています。また

このような運営をする機会があれば、来ていただく人にはもちろん、運営側の人たちにも気を

遣えればと思います。 
以上、「こなもん会」の感想とさせていただきます。本日は本当にありがとうございました。 

 
〇参加した学生 A さんの感想 
日本に来てから初めてこのようなボランティア活動に参加して本当に嬉しかったです。今後

とも引き続き参加 したいと思います。水害に被害された皆さんと知り合ってお話しして 1998
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年にあった内モンゴルの水害のことを思い出して皆さんの被害された時の気持ちを分かるよ

うになりました。1998 年の水害がその時の 7 歳の私にひどい印象があってその時から毎度雨

が降り初めたらどこかへ逃げようと思うようになりました。今日は皆さんの笑顔と元気そうな

顔を見てとても嬉しかったです。 
 
〇参加した学生 E さんの感想 
 今日は石島先生、K さんと私達内モンゴルの留学生３人が伊藤先生の車に乗って、半年前に

水害があった常総市水海道森下町へ行って、料理を作りながら住民の方々と色々交流し、内モ

ンゴルの名産物を紹介してあげました。水害があったけど、今日はお婆ちゃんたちの元気そう

な顔を見て、本当に嬉しかった。また、こんなふうな活動があれば、参加したいです。 
 
〇参加した学生 D さんの感想 
今日は石島先生、伊藤先生、Kさんと一緒にボランティア活動に参加してとても楽しかった。

今日は自分でも料理を作ることに参加して、焼きそばの作り方と、みそ汁の作り方を覚えて、

勉強できました。そして、常総市の住民の方々と色々な話をできて、みんなの笑顔を見えまし

た。そして、韓国の P さんから水害あった時の情報を得ました。 
 水害のせいでなくなった人は二人いると聞いて、悲しいでした。でも、本当に日本は安全な

国だと思った。もし、ほかの国で、こんな水害があったら、これよりもっと以上の災害が起こ

ると思っています。日本の国の応援とか、皆の災害に対する対策は本当に素晴らしいと思いま

した。もし、またボランティア活動があれば、参加したいです。 
 
〇ボランティアコーディネーターY さんの（NPO コモンズ） 
年齢や立場、役割など多様なセクションの人が関わることで思ってもみない相乗効果がうま

れる場だったと思います。住民だけではできなかったことが災害をきっかけに災害前よりよい

取り組みができる、いろんな人が地域のために関わるようになる復興という言葉の象徴的瞬間

といってもいい取り組みだったと思っています。そこには専門性やアカデミックな関わりがと

ても重要だと思っていて、茨城大学さんが関わってそれぞれの専門性も生かしながら場をよく

しようとしてくださったことに価値があると思っています。 今日取りくんでいる課題は災害

によっておきたというよりも、どこの地域でも潜在的にもっている、どこにでも起きうる課題

だと思います。そこに災害をきっかけとはいえ、多くの人が主体的にかかわることで課題解決

の糸口がみえるかもしれない。そんな可能性も感じさせてもらいました。是非継続してみなさ

んが関わっていただければと思います。 
ボランティアコーディネーターという立場ですが、その仕事を日本語でいうと対等化なんだ

そうです。支援者と被災者ではなく、今日のように一緒に粉もんを楽しむ場をつくる、対等で

たすけあえて、お互いその場に満足する。そんなつなぎ役ができたのであれば仕事したと認め

られます（笑） 
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4.3.4 今後の課題 
被災住民のメンタルケア、心身の復興支援ということが目的であった。災害から 8 ヶ月が過

ぎ、復興第二段階の社会参画支援である。地域住民が地域作りに参画することを支援する。つ

まり地域住民の活動を応援し、対等な立場で意見を言いあうのが、地域の持続可能性を高める

ことになる。今回の反省点は、学生を含め、まだまだホスト意識が強かった。ボランティアと

いうと、「やってさしあげたい」という思いを抱いてしまいがちであるが、復興第二段階とな

るとそれだけでは持続可能ではない。ボランティアが最終的にいなくなった後に残る住民参画

の仕組みの構築支援が必要な時期である。その実現には、ボランティアと被災住民の対等化が

キーワードとなる。この言葉をボランティアと被災住民で共有し、地域の将来のために何をし

たらよいのかを考える。復興支援に参画するボランティア育成が今後の課題である。その実現

のためには、NPO コモンズのスタッフのようなボランティアコーディネーターの存在が不可

欠であろう。 
 自分の地域はこれからどのような町になっていくのか。地域住民が主体的に関わることが大

切である。行政や政治家などのまちづくりの専門家でなくとも自由に対等に意見を交わし合い、

現状の困難を共有し、社会に参画していくことが、持続可能な社会を築く。今後も地域住民の

声に耳を傾けながら、空間、時間、思いを共有する場を探索的に設定していく。単に居場所作

りのイベントを企画するのではなく、地域住民の共生意識を育む場として地域住民の参画を支

援する。この災害は不幸にも常総市にとって未曾有のピンチであった。が、それだけで終わら

せるのではなく、持続可能な社会づくりへのための地域社会の再構築へと転換してゆきたい。 
 
4.4 学生ボランティアの関わりと学び 
4.4.1 学生ボランティア派遣のきっかけ 
 2015 年 9 月 10 日、鬼怒川が決壊して甚大な水害が発生した。水害発生 2 日後に伊藤が

常総市へ単身で視察にいき、そのときの様子を Facebook に掲載したところ、それを見た

りした学生たち数人から自分も何かしたい、ボランティアの機会はないのかといった反響

があった。なかには「水海道一高の出身で、本当に何かしたいんです」と訴えてきた学生

もいた。学生たちの熱い想いが感じられ、それを被災地に繋ぐために、大学が費用を負担

するかたちでのボランティア派遣を行うことを決めた。同時にこれを、きわめて実践的な

「教育」の機会とも捉え、参加した学生たちへのアンケート調査を実施。かつ、ボランテ

ィアに参加した学生たちに可能な範囲で集まってもらい、振り返り（リフレクション）の

機会をもった。 
 
4.4.2 経緯 
まずシルバーウィーク期間中（9 月 19 日～23 日）に、東北へのボランティアバス（以

下「ボラバス」）企画で実績がある水戸市の石塚観光が企画するボラバスを利用させてもら
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うことにした。それに乗る学生の費用（1 人あたり 2500 円）を大学負担とした。なかで

も 22 日は茨大生専用のバスを 2 台出してもらうことができた。 
またそれとは別に常総市教育委員会から依頼があった小学校および市立図書館の清掃

作業に、9 月 21 日・23 日の両日、大学の借り上げバスで出向いた。教員は、21 日・22
日は伊藤が、23 日は大辻（教育学部教員）が同行した。ボラバスの参加学生は、22 日の

70 人をピークにシルバーウィーク期間中で延べ 100 人強、借り上げバスの参加者は、21
日が 5 人、23 日が 9 人であった。 
さらに 10 月 11 日、10 月 24 日にも、伊藤が引率しての学生ボランティア派遣を実施し

た。11 日の参加者は 6 名で、家屋からの流出物拾いと避難所内の整備作業を行った。24
日は 4 名の参加があり、被災住民を対象としたお茶会および炊き出しの手伝いをおこなっ

た。なおいずれも NPO 法人コモンズがつくっている Juntos（ポルトガル語で「一緒に」

の意味）から活動を割り振ってもらったものであった。 
 なおボランティア募集およびその連絡調整等については、東北学生ボランティア団体・

Fleur（フルール：代表・人文 3 年新井淳也、顧問・伊藤哲司）が行った。石塚観光と Fleur
は以前から協力関係にある。 
 
4.4.3 実際のボランティア活動の様子 
 学生が数多く参加した 9 月 22 日の石塚観光のボラバスでは、一般参加のボランティア

と現地で合流し、10 人程度の合同グループをつくり、要請があった農家等の個人宅にそれ

ぞれ出向き、泥かきやゴミ出し、食器洗い等々の作業を行った。他の日のボランティアバ

スでも、同様であった。借り上げバスで行った 21 日は、午前中に水海道小学校の避難所

として使われていた教室の清掃、午後は浸水した常総市立図書館の床掃除を行った。23 日

も図書館の床掃除であった。いずれの学生たちも熱心に与えられた仕事に取り組んだ。そ

れらのときの様子を、何枚かの写真で紹介する。 
 

 
水海道小学校の避難所になっていた教室の清掃（2015 年 9 月 21 日） 
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水没した常総市立図書館の床掃除（2015 年 9 月 21 日） 

 

ボラバス参加学生を早朝激励に来た三村学長（2015 年 9 月 22 日、以下すべて） 

 

常総市の被災地に到着したボラバス 
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バスの駐車場となった農協前をまず清掃 

 
水没した農機具 

 

 
一般ボランティアとの協働 
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ボランティア終了時の消毒作業 
  
4.4.4 ボランティアに参加した学生たちの反応 
今回のボランティアに参加した学生に帰りのバスのなかで実施したアンケート調査結

果を、以下に示す（9 月 22 日のボラバス参加者分（回答者数 56 人）を掲載）。 
 

 
Q1.あなたは、このようなボランティア活動に参加したことはありましたか? 

 
1.参加したことはなかった 34 人 

  

 
2.参加したことがある 22 人 

  
     

 
Q1. 2 の回数 

   

 
9 回 1 人 

  

 
5～6 回 1 人 

  

 
5 回 5 人 

  

 
4 回 1 人 

  

 
2 回 4 人 

  

 
1 回 10 人 

  
     
 

Q1. 2 の場所 
   

 
 ・海岸清掃ボランティア 

   

 
 ・東日本大震災ボランティア 

   

 
 ・Fluer の宮城ボランティア 

   

 
 ・9/19 の常総市ボランティア 

   

 
 ・9/21 の常総市ボランティア 
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Q2.今回の活動を何で知りましたか? (複数回答可) 

 

 
1.Facebook   

  

 
2.Twitter 3 人 

  

 
3.その他のネット情報   

  

 
4.教員・友人等からの情報 1 人 

  

 
5.その他(具体的には) 9 人 ※Fleur 

 

 
6.上記から複数回答 5 人 

※Facebook、Twitter、教員・友人等から

の情報 

 
空白 4 人 

  
     

     

     
 

Q3. あなたが今回参加してみようと思った動機あるいはきっかけを教えてください。 

 
・震災時に、現地へボランティアに行くことができなかったため 

 

・高校時代に紀伊半島大水害があったが何もできず後悔していたので茨城でできることがあれば

役に立ちたいと思った 

 
・ニュースで常総市の被害を知り、役に立てるのではと思ったため 

 
・茨大と石塚観光の協力で参加しやすい環境が整えられていたから 

 
・ボランティア作業に興味があったから 

  

 
・Facebook、Twitter 等で知ったから 

  

 
・ちょうど予定が空いていて、いい機会だと思ったから 

 

 
・友人に誘われたから 

   

 
・地元が茨城で、うまく日程が合ったため 

  

 
・同じ茨城県内で発生したため、少しでも助けになりたいと思った 

 
・常総市出身だったこと 

   

 
・教員の講義での呼びかけ 

   

 
・自分の恵まれている状況を再認識し、できることをすることで復興に貢献したいと思った 

     
 

Q4. 実際に活動してみて感じたこと、考えたことを記してください 

 
・泥かきで泥の量がとてつもなく多く、水の威力のすごさを感じた 

 
・被災者が、変わってしまった日常と向き合っている現状を見て胸が痛くなった 

 
・泥で覆われていた家の床がきれいになった喜びが大きかった 

 
・相手のためだけでなく、自分のためにもなった 

  

 
・無償のものにもかかわらず、満足感が得られた 

 

 
・直接自分の目で見ることで被害の大きさが分かった 

 

 
・作業はかなりきつく、現場もひどい状態だった 
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・自然に人間は逆らえないことを実感した 

  

 
・被災者の前向きさを感じた 

   

 
・今までで１番大変だった    

   

 
・想像以上に大変で、まだまだ支援が必要だと思った 

 

 
・日常生活が送れなくなり、生きがいを失ってしまった人が多数いる 

 
・家主だけでは手が足りていない 

   

 
・継続的な支援の必要性 

   

 

・最初は何をやるべきか分からず不安だったが作業が多いこともあり、人数がいるだけでも助け

になれたかなと思った 

 
・人のたくましさを感じた 

   

 
・体の不自由な人が被災すると他人が手伝ってあげないと復旧作業が大変である 

 
・発生から数日が経過しても、まだまだ手伝えることがあると知った 

 
・災害は他人事ではなく、その復旧の作業も他人事ではないと思った 

 
・終わりの見えない作業を被災者が明日も明後日もやるのかと思うといたたまれなかった 

 
・思ったより畑作物の被害が大きく、実際に自分の目で見ることは大切だと思った 

 
・人の気持ちを感じた（「助かります」の言葉の重さ） 

 

 
・被災者の話を聞き、まだまだ支援が必要だと感じた   

 

 
・ボランティアに参加した人同士のコミュニケーションが大切だと実感した 

 

・予想以上に大変な作業だったが、毎日復旧作業している被災者を思うと自分も頑張らなくては

と思った 

 
・ボランティアには若い人の力が必要だと感じた 

 

 
・みんな元気いっぱいで、明るく頑張っていたこと 

 

 
・災害を風化させてはいけない 

   

 
・物品の貸し出しなどの枠組みがあると参加者が増えたかもしれない 

 
・予想以上に時間が短く、やれることが限られていた 

 

 
・自分の家財道具が捨てられるのがどれだけつらいことなのか分かった  

 
・現場ならではのことを多く学べた(砂埃、土煙、カビ臭さ、木の汚れによる浸水度の判断) 

 

・一緒に作業した被災者の親戚や昔の同僚なども駆けつけて一緒に作業し、人同士のきずなの強

さを感じた 

 
・テレビ・新聞ではわからないことが現地にあるように思えた 

 

 
・北海道から参加された人がいて、茨城の人にも積極的に参加してほしいと思った 

 
・被災者自身が 1 番辛いはずだが心優しく、食べ物・飲み物を振る舞ってくれた 

     
 

Q5. *fleur*や大学の対応で良かった点があれば教えてください。 

 
・飲み物、弁当の支給、靴・手洗いの準備、スコップの貸し出し 

 
・迅速な募集活動とメールのやり取りがスムーズで大学の援助などで安心して参加できた 
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・募集の告知がしっかりしていて、迅速だった 

  

 
・参加費が無料であった点 

   

 
・バスでの声掛け 

   

 
・班のリーダーが丁寧だった 

   

 
・事前対応、多人数の管理 

   

 
・早い段階での情報公開 

   
     
 

Q6. *fleur*や大学の対応で良くなかった点(改善すべき点)があれば教えてください。 

 
・現地に着いてからの指示が遅く、声が小さいように感じた 

 

 
・1 班に 1 人は Fleur の学生がいたほうがよかった 

 

 
・事前に訪問宅から要望を聞いておいたほうがよい 

 

 
・日立キャンパスからもバスを出してほしかった 

  

 
・持ち物に筆記用具が記載されていなかった 

  

 
・現地到着後の Fleur のリーダーシップ(統率力)のなさ 

 

 
・google ドライブの使い方を覚えてほしかった 

  

 

・大学が事前に用意するリストに書かれていたものが用意されていなかった(防塵マスク・ウエッ

トティッシュ・カッパ等) 

 
・バスの中での段取り 

   

 
・登録フォームで学科が選べなかった 

  

 

・大学側から支給できる物品を確実に支給するためにタイミングを考えるべきだった(すべて購入

してしまっていた) 

 
・配布物が実際配布されなかった（水、ウェットティッシュ等、また配布が遅かった）             

 
・水の配給の効率が悪かった 

   

 
・22 日以外の日程の場合、参加費負担の手続きの方法をある程度指示されていてほしかった 

 
・質問されても答えられるようにあらかじめ現場の状況・情報を知っていてほしかった 

 
・ゴミ、片づけなどの後始末  

   

 
・活動が点々としていたため、連絡が取りにくかった 

 
     
 

Q7. 再びこのような活動があれば参加してみようと思いますか? 

 
1.参加したい 39 人 

  

 
2.条件が合えば参加したい 17 人 

  

 
3.参加したくない（理由) 

   0

人   

     
 

Q7.2.条件が合えば参加したいの具体的な回答 
 

 
・自分が体験したことのないもの 
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・日程次第 

   

 
・参加費無料 

   

 
・費用や昼食の有無 

   
     
 

Q8. 今後とりくんでみたい関連の活動があれば、ぜひそのアイディアを教えてください。 

 
・災害などの片づけ 

   
 

 

 

 

 

1.参加したこ

とはなかった

61%

2.参加したこ

とがある

39%

Q1. ボランティア参加経験

1.参加したことはなかった 2.参加したことがある

2.Twitter
14%

4.教員・友人等

からの情報

5.その他(具体

的には)
41%

6.上記から複

数回答

23%

空白

18%

Q2. 今回の活動を何で知ったか

1.Facebook 2.Twitter
3.その他のネット情報 4.教員・友人等からの情報
5.その他(具体的には) 6.上記から複数回答
空白
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4.4.5 アンケート結果を受けて 
 かなりきついボランティア活動をしたあとの帰りのバスのなかで回答してもらったこと

もあり、未記入の部分などが目立った。そのため回答数が少ない項目もある。また「改善

すべき点」として「大学が事前に用意するリストに書かれていたものが用意されていなか

った」とあるが、実際には用意されていた。ただその配付が遅れたり、活動の場所まで持

っていかれなかったりしたことはあった。当然改善すべき点はあるが、Fleur のメンバー

である学生がかなり全体を取り仕切り、スムーズな運営に尽力していた。その結果、多く

の肯定的な声が聞かれ、もう参加したくないという声は、アンケート上ではひとつも聞か

れなかったのは特筆すべき点である。 
 後日行った懇談会に参加した学生は少人数であったが、茨大内の各ボランティア団体の

連絡協議会をつくってはどうかとか、茨大にもボランティアセンターが必要ではないかと

いった声が聞かれた。このようなボランティア体験が、参加した学生に多くの気づきと豊

かな経験をもたらすことは間違いない。 
 なお、当然ボランティア保険には全員が加入した。参加学生のうち 1 人が、虫にかまれ

て背中に湿疹ができ、翌日に受診し、ボランティア保険の適用の手続きをとった。 
 
4.4.6 その後のボランティア活動と今後の課題 
 学生ボランティアの派遣は、10 月以降も少しずつ継続させたが、基本的に教員が引率す

るというかたちを取っているため、どうしてもたまにしか機会がつくれなかった。大学と

しては、学生が自ら車を運転していくような学生ボランティア派遣は認めがたく、公共の

交通機関利用という可能性はあるものの、往復に時間がかかるなどの理由で、それについ

ては実現できていない。 
 1 月末には、アフガニスタン人留学生（農学研究科）が外国人の子どもたちの学習支援

を行なうボランティアに従事した。ウルドゥー語が話せる学生で、とりあえず一度だけで

あったが、今後の展開に期待が持てる機会となった。また、ブラジル人住民が多くポルト

1.参加したい

70%

2.条件が合え

ば参加したい

30%

Q7.今後のボランティア参加について

1.参加したい 2.条件が合えば参加したい
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ガル語のニーズもあるなか、教育学部生で日系ブラジル人 3世の学生がいることがわかり、

実際にヒアリングに同行してもらうことができた。外国人住民が抱える問題も見えてきて

いるなか、その展開も期待される。ブラジル人やフィリピン人などが集うカトリック常総

教会の訪問、ブラジル人住民が買い物に来る水海道駅前のスーパー「タカラ」にもその学

生と足を運んだが、今後の関わりのきっかけができつつある。 
 なお、「4.3 被災住民が集う場づくり ―住民と学生の関わりをとおして―」で触れた「こ

なもん会」も学生ボランティア活動の一環である。内容は繰り返さないが、こちらも今後

の継続・発展が望まれる。 
ボランティアが必要なのは、言うまでもなく災害直後だけではない。時間の経過ととも

に、求められるニーズも変わってくる。潜在化していた社会問題が顕在化する災害のフィ

ールドは、大いに経験を積み多くのことを学べる場所となる。今回の水害では、多くのボ

ランティア団体が関わり、息長く関わろうとしている団体もあるが、全体としては徐々に

減少していることは否めない。地元の大学として、学生という若いマンパワーを供給し続

けることは、大変重要でかつ社会的意義が高いものになるだろう。同時に繰り返しになる

が、学生にとって学びの絶好の機会ともなる。自分の研究として関わりたいとしている伊

藤ゼミの学生もいる。今後安定して学生ボランティアが関わっていける体制作りを進める

ことが、大学側の課題である。 
 
【参考文献】 
関山徹（2010）「水害を受けた学校の復旧過程に関する心理学的分析 : 2010 年奄美豪雨災

害の調査から」鹿児島大学教育学部研究紀要教育科学編 64，pp113-123． 
Clements, B. W. & Casani, J. A. P.（2016）Disasters and Public Health, Second Edition: 

Planning and Response 2nd Edition，Butterworth-Heinemann． 
WHO（2011），金吉晴・鈴木友里子監訳「サイコロジカル・ファーストエイド：PFA」． 
Boss, P.（1999）Ambiguous Loss，Harvard University Press． 
「常総市における日系ブラジル人の就業・生活形態の地域的特性－リーマンショックおよ

び震災後の変容に着目して－」 
http://www.geoenv.tsukuba.ac.jp/~chicho/pub/WWW/nenpo/036/03.pdf 
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《防災教育ワーク

ショップ資料》 



—豪雨水害の教訓を地域で活かすために—

常総市防災教育ワークショップ

10：30 主催者挨拶
茨城大学人文学部教授 伊藤哲司 （調査団長）

防災教育テキスト案について
茨城大学工学部准教授 村上哲 （調査副団長）

10：45 ワークショップ

セッション 1 「被災時からの教訓」
セッション 2 「被災後からの教訓」
セッション 3 「次の災害に備える」

ワークショップ進行 村上哲

11：45 全体のまとめ

閉会挨拶

2016年3月25日（金）10：30 ～12：00 常総市役所市民ホール

ワークシートのご記入をお願いいたします

「常総市防災教育ワークショップ ―豪雨水害の教訓を地域で活かすために―」
2016年3月25日（金）

私の名前は

被災後からの教訓

2015年9月10日の豪雨水害発生時、

をしていました

次の災害に備えるためにしていること・考えていること

です

被災時からの教訓

で、



防災教育テキスト案について

茨城大学 関東・東北豪雨調査団/工学部

村上哲

2016年3月25日（金）常総市役所市民ホール

常総市防災教育ワークショップ

―豪雨水害の教訓を地域で活かすために―

防災教育展開の背景

 2015年9月に発生した関東・東北豪雨水害の経験から、学校や地域におい
て、将来の豪雨水害への準備と心構えをする防災教育が必要

 今後、豪雨水害の発生時にその被害を最小限に留め、被災地域が早期に
回復するため、関東・東北豪雨水害の教訓を防災教育プログラムのコンテン
ツに活かすことは必須

 茨城大学関東・東北豪雨水害調査団は、トランスディシプリナリーなアクショ
ンリサーチでまとめられる調査結果を学習財産として提供することで、被災
地に大きく貢献することができる

 具体的には、常総市におけるH27年の豪雨水害の被災時の状況、H27年の

豪雨水害の被災後の状況、次の災害に備え強くなるための教訓をまとめ、
教員向けの防災教育テキストとして提案することとなった

4



防災教育の上位目標 5

将来の水害時に、学校や地域で被害を最小限に留め、
地域を早期に回復するための防災教育の実施

H27関東・東北豪雨水害による危機感の高まり

茨城大学調査団
アクションリサーチ

茨城大学調査団による
学習財産の提供

実体験をふまえた学習

忘れてはいけない教訓

水害に負けない持続可能な社会づくり

水害の教訓を活かし20年後に地域を支える人づくり

防災教育テキストの概要

タイトル：
「豪雨水害への準備と心構え
～被害を最小限に留め、地域を早期に回復するために」

目的：

これから防災教育に取り組もうとする方（特に学校教員）が、防災教育が目的
とする知識、態度、技能のうちの「知識」（基礎情報）を得る。具体的には、関東・
東北豪雨水害の科学的メカニズムや特徴について知り、学校や地域で豪雨水
害の被害を最小限に留め、地域を早期に回復するヒントを得る

テキストの対象者：
常総市内小学校の教員（学年は5年生）

使い方：

本テキストで、関東・東北豪雨水害被災時における災害の科学的メカニズム、
被災後の復旧や支援の状況、次の災害に備え強くなるための教訓の要点を理
解し、理科・社会等の科目や総合学習の時間の指導用教材として使用する

6



これまでの検討経緯

＜2015年＞
9/10（木） 関東・東北豪雨水害の発生
9/17（木） 調査団の設立
10/13（火） 調査報告書（速報版）公表
10/28（水） 地圏環境グループ会合にて議論
11/4（月） 防災教育テキストフォーマット案作成
11/13（金） 中間報告会で防災教育テキスト案を発表
11/17（火） 国立環境研究所（環境教育研究者）へのヒアリング
12/9（水） 地圏環境グループ会合にて議論
12/14（日） 「井戸水」、「堤防決壊・溢水」ページ案作成
12/14（日） 防災ネットワークプラン（防災教育専門家）へのヒアリング
12/15（火） 住民ケアグループ会合にて報告
12/21（月） 地圏環境グループ会合にて議論
12/22（火） 第4回調査団全体会合にて議論
＜2016年＞
1/12（火） ひたちなか市立外野小学校訪問および意見交換
1/20（水） 常総市教育委員会との意見交換
1/22（金） GIS総合研究所いばらき（防災システム研究所）との意見交換
1/28（木） ひたちなか市立前渡小学校訪問
3/3（木） GIS研究所（防災システム研究所）との打ち合わせ
3/25（金） 常総市防災教育ワークショップ開催

7

防災教育テキスト目次 8

地
誌
・
歴
史
・
風
俗
情
報
を
取
り
込
む

災害のメカニズム
や特徴

はじめに

地域の地理・地質的特徴と過去の災害

H27年豪雨災害から学ぶ被災時の状況

 異常降雨・線状降水帯
 堤防決壊と溢水
 浸水状況
 被害状況（家屋，農業，事業所など）
 避難・救助状況

H27年豪雨災害から学ぶ被災後の状況

 インフラ復旧
 生活基盤復旧
 農業・事業所復旧
 歴史的資産レスキュー
 メンタルヘルス
 水・食料・物資
 廃棄物処理
 ボランティア活動

次の水害に対して備え強くなる。

 住んでいる土地の特徴を知る。
 被災時に利用できる情報を知る。
 被災時に取るべき行動を考える。
 被災後に待ち受けるものを整理する。

おわりに

参考資料



防災教育テキストテーマ別ページの構成 9

テーマ名

調査結果を要点
2‐3点にまとめる

情報（図表など）

ダイレクトに伝えたい
ことを中心にする

 フォントは12ポイント

以上（この大きさより
大きく）

 A4で印刷してちょうど

良く読めるようなレイ
アウト

カラーOKだが、塗り

つぶしはなるべく避
ける（印刷を重ねると
不鮮明なため）

○○することが重要で
す（地元ならではの提
言。2‐3行以内。）

堤防決壊と溢水

→堤防高さや河川傍の地盤高さが低い場所では越水や溢水しやすい場所と言えます。
身の回りの地形や堤防の特徴と各種河川水位の関係を知っておくことが重要です。

• 上三坂の堤防決壊は越水が最大の原因でした。若宮戸では鬼怒砂丘を超えて溢水しました。

• 堤防決壊や溢水した近くでは，水の流れが速く，家屋や道路など甚大な被害を受け，避難も困
難な状況になりました。

河川水位の時間変化

堤防高さと各種水位

溢水箇所

決壊箇所

鬼怒川・小貝川管内図（その１）（国土交通省下館工事事務所）より

○○○より



井戸水の水質

→常総市洪水ハザードマップを基に、浸水時の水深を確認し、可能な範囲で水深より井戸上部を高い位置にする、井戸上部よ
り濁水等が流入しない構造にするなどの事前対策を講じると共に、継続的な水質検査を行い安全性を確認することが必要か
つ重要です。また、持続可能な地下水保全と利用に関しても理解しておくことが重要です。

情報（図表など）

• ダイレクトに伝えたいことを中心にする
• フォントは12ポイント以上（この大きさより大きく）
• A4で印刷してちょうど良く読めるようなレイアウト

• カラーOKだが、塗りつぶしはなるべく避ける（印刷を重ねると不鮮明なため）

• 井戸水の水質悪化は、浸水に伴い水没した井戸の上部から流入した濁水が主原因であり、水没した井戸水のほと
んどが飲料水としては不適合という結果でした。

• 浸水後の井戸水の水質検査により、大腸菌と異なり一般細菌は時間経過に伴い検出率の減少傾向が見受けられ
ず、水質の回復期間が長期化するため健康被害が懸念されます 。
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 検体数　（件）

① 2015/9/19～9/23 125

② 2015/9/25～10/1 167

③ 2015/10/4～10/8 78

④ 2015/10/12～10/15 86

⑤ 2015/10/18～10/31 125

計 581

検体受付期間

水質調査の検体受付期間と検体数

 

89

199
293

石下地区

水海道北部地区

水海道南部地区

地区ごとの検体数（全検体数 = 581件）

・地下水（井戸水）の一般細菌・大腸菌調査
・2015年9月19日～10月31日
・水質検査の総検体数＝581件

浸水時に上部より濁水が
流入した井戸例

浸水時に上部より濁水が
流入しなかった井戸例

ポンプ

ポンプ

ポンプ

井戸

井戸
井戸

(a) 石下地区（上流域）

(b) 水海道北部地区（中流域）

(c) 水海道南部地区（下流域）一般細菌・大腸菌調査を実施した対象
地域の区分け（上・中・下流域の3区分）

浸水後の経過日数に伴う一般細菌等
および大腸菌による不適合率の変化

浸水高さ

外国人被災者のメンタルヘルスケア

→災害後、住民が市外へ移住することがあり、地域にとっては、人口流出、衰退化等の問題の発生が懸念されます。そもそも、
地域にどのような外国人が暮らしていて、被災後から現在までどのようなことに困っているのか、詳細を把握し、どんな市民に
とっても住みやすいユニバーサルデザインを描きながら、マイノリティの声も丁寧に拾い上げることが大切です。

情報（図表など）

• ダイレクトに伝えたいことを中心にする
• フォントは12ポイント以上（この大きさより大きく）
• A4で印刷してちょうど良く読めるようなレイアウト

• カラーOKだが、塗りつぶしはなるべく避ける（印刷を重ねると不鮮明なため）

• 日本語が話せない等の理由で、外国人被災者が罹災届や車輌紛失届などを市へきちんと提出できない、住宅修
復の遅れ、企業や派遣会社側が外国人労働者に対して生活再建の配慮が足りないといった問題が出てきました。

• 関東・東北豪雨後の外国人被災者のメンタルヘルスケアに関する調査-常総市におけるパイロットスタディ-から、
激甚豪雨水害の心的ケアの改善とサポートの必要性が明らかになりました。

当日、役場から越水前に避難
するように電話が来たが、雨が
降っているだけなのにと不思
議に思った。電話がなければ
避難しなかった

17年間日本に住んでいて日本
人との個人的な関わりはあっ
たが、水害を機に初めて日本
の団体と関わった

水害発生当時は、「何とかな
る」と信じ家族の事に集中した
が、しばらくはコーヒーや食事
が喉を通らなかった

避難所で列に並んでいるとじろじろ見られたりす
るのが恥ずかしかったり、日本語が話せないた
めに申し訳なく遠慮してしまうことがあったが、災
害ボランティア団体に日本人以外でも支援を受
けられますよと教えてもらった

日本語が話せないことは
辛い

友人でご飯もろくに食べられないほど経済的に
困っている友人がいるので、被災後、時々生活費
を渡したり、食べ物をあげたりしている

日本人の対応は早く適切で、
みんな感謝している。ブラジル
ではこうはいかない

常総市の外国人被災者インタビュー調査より抜粋（2016年2月茨城大学）

（上）外国人ボランティアによる活動
（下）外国人相談
写真提供：たすけあいセンターJUNTOS

豪雨水害から5ヶ月後の外国人被災者の声



地域の地理・地質的特徴と過去の災害
なぜ防災教育が必要

なのかを考える

異常降雨・
線状降水帯

防災教育テキストの構成と意図 13

H27年豪雨災害から学ぶ被災時の状況

H27年豪雨災害から学ぶ被災後の状況

次の水害に対して備え強くなる。

はじめに

避難・救助
状況

堤防決壊と
溢水

浸水状況
被害状況

（家屋，農業，事業
所など）

インフラ復旧 メンタルヘルス生活基盤復旧 農業・事業所
復旧

歴史的資産
レスキュー

ボランティア
活動

水・食料・物資 廃棄物処理

住んでいる土地の
特徴を知る。

被災後に待ち受
けるものを整理
する。

被災時に利用できる
情報を知る。

被災時に取るべき
行動を考える。

おわりに 参考資料

単元の中で
使える

復旧に必要な
ことを知る

体系的な学び
のヒントに

水害に負けない

持続可能な社会づく
りを考える

児童・市民・自分が住
んでいる地域を知る

災害の科学的
メカニズムを知る

防災教育テキストの社会実装 14

常総市復興ビジョン
復興計画

検証会議調査報告書
総合戦略
総合計画

地域防災計画
地域防災マニュアル

教員や市民との
ワークショップの開催

防災教育テキストの完成

市の教育委員会・防災担当課・
学校の先生からアドバイスを頂く

体系的・専門的
な学び

小学校周辺の
特性に沿って
カスタマイズ

小学校の授業の中で防災教育テキストが活用される

伝える範囲を決める

メッセージ（要点）を決める

専門用語をかみくだく

テキストを練り直す

模擬授業

研究者が教える 学校の先生が教える

水害の想定レベルは？

コンテンツの具体性は？

小学校の先生にとって読みやすい記述とは？

小学校の先生はどのように
児童に教えているか？

被災経験による意識や知識の違いは？
常総市の地誌・歴史・風俗を取り込む

授業をシミュレーションしてテキスト
の改善に役立てる

小学校の授業視察



防災教育テキスト活用までのロードマップ 15

プロセス 1月 2月 3月 4月 5月 6月

テキスト案の作成 ●

小学校の授業視察 ●

教員や市民とのワークショップの開催 ●

テキストを練り直す ●

テキスト印刷 ●

模擬授業 ●

研究者が教える ●

学校の先生が教える ●

2015年12月時点

セッション 1

「被災時からの教訓」

—豪雨水害の教訓を地域で活かすために—

常総市防災教育ワークショップ



セッション 2

「被災後からの教訓」

—豪雨水害の教訓を地域で活かすために—

常総市防災教育ワークショップ

セッション 3

「次の災害に備える」

—豪雨水害の教訓を地域で活かすために—

常総市防災教育ワークショップ



全体のまとめ

—豪雨水害の教訓を地域で活かすために—

常総市防災教育ワークショップ

—豪雨水害の教訓を地域で活かすために—

常総市防災教育ワークショップ

10：30 主催者挨拶
茨城大学人文学部教授 伊藤哲司 （調査団長）

防災教育テキスト案について
茨城大学工学部准教授 村上哲 （調査副団長）

10：45 ワークショップ

セッション 1 「被災時からの教訓」
セッション 2 「被災後からの教訓」
セッション 3 「次の災害に備える」

ワークショップ進行 村上哲

11：45 全体のまとめ

閉会挨拶

2016年3月25日（金）10：30 ～12：00 常総市役所市民ホール

アンケートのご記入をお願いいたします



【調査団参加者名簿】    ◎はグループリーダー 

グループ名 氏名 職名 学部・学科 

地 圏 環 境 

◎村上 哲 准教授 工学部都市システム工学科  

安原 一哉 名誉教授 地球変動適応科学研究機関 

小荒井 衛 教授 理学部理学科 

小林 薫 教授 工学部都市システム工学科 

伊藤 孝 教授 教育学部人間環境教育課程 

須田 真依子 助教 農学部 

熊野 直子 研究員 地球変動適応科学研究機関 

毛利 栄征 教授 農学部地域環境科学科 

農 業 ・ 生 態 系 

◎成澤 才彦 教授 農学部資源生物科学科 

西川 邦夫 准教授 農学部地域環境科学科 

中島 弘美 教授 農学部生物生産科学科 

坂上 伸生  助教 農学部教育研究振興教員 

及川 真平 准教授 理学部理学科 

新田 洋司 教授 農学部生物生産科学科 

西澤 智康 准教授 農学部資源生物科学科 

小松崎 将一 教授 農学部付属フィールドサイエンス教育研究センター 

史 料 レ ス キ ュ ー 

◎高橋 修 教授 人文学部人文コミュニケーション学科  

添田 仁 准教授 人文学部人文コミュニケーション学科 

佐々木 啓 准教授 人文学部人文コミュニケーション学科 

塚原 伸治 准教授 人文学部人文コミュニケーション学科 

住 民 ケ ア 支 援 

◎伊藤 哲司 教授 

 

人文学部人文コミュニケーション学科 

地球変動適応科学研究機関 機関長 

大辻 永 准教授 学校教育教員養成課程(理科教育) 

土屋 和子 講師 人文学部社会科学科 

原口 弥生 教授 人文学部社会科学科 

石島 恵美子 准教授 学校教育教員養成課程(家政教育) 

金丸 隆太 准教授 教育学部大学院教育学研究科 

住 宅 被 害 ◎乾 康代 教授 教育学部情報文化課程  

情報伝達・避難行動 

◎齋藤 修 特命教授 工学部付属教育研究センター 

田村 誠 准教授 地球変動適応科学研究機関  

鎌田 賢 教授 工学部情報工学科 

石田 智行 助教 工学部情報工学科 

武田 茂樹 教授 工学部メディア通信工学科 

空 間 モ ニ タ リ ン グ 

◎横木 裕宗 教授 工学部都市システム工学科 

桑原 祐史 教授 広域水圏環境科学教育研究センター  

藤田 昌史 准教授 工学部都市システム工学科 

【調査協力機関・協力者一覧】 

・NPO 法人 GIS 総合研究所いばらき （地圏環境グループ） 

・香川大学工学部安全システム建設工学科 准教授 山中稔（地圏環境グループ） 

・一般社団法人日本リモートセンシング学会国土防災 RS 研究会 伊藤明彦、斎藤亮、 坂本淳一 

(空間モニタリンググループ) 
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