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「会」１２周年の集い ご案内 
 

日 時 2月 25日（土）午後２時～４時半 
場 所 宇治市職員会館２階大会議室 

宇治市役所の向かい消防あんしん館の裏です。 
 

参 加 資料代等 １人５００円のカンパを 
お願いします。事前の申し込みはいりません。 
 

特別報告 「宇治市域における地震被害想定につ

いて」 京都府危機管理・防災課より 
記念講演 

「東日本大震災の状況とその教訓」 

東日本大震災国土研調査団より 
 

この後、参加者の皆様からも報告、発言をい

ただき、多いに議論したいと考えています。 

 

防災を考える市民の会 １２周年の集いご案内

東日本大震災の教訓から宇治の防災を再検証 

特別報告 京都府危機管理・防災課より 
記念講演 東日本大震災国土研調査団より 
 2 月２５日午後２時～市職員会館で開催 

  
２０００年２月に「阪神大震災の教訓を忘れず市民のための防災のあり方を考える会（略

称・防災を考える市民の会）」を

結成して以後早いもので、市民の

皆様のご協力のもと、お蔭様で１

２周年を迎えることができまし

た。 

 毎回好評の集いですが、今年は

未曾有の大災害を受けて、特別報

告に「宇治市域における地震被害

想定について」を京都府危機管

理・防災課にお願いしました。 

記念講演は、東日本大震災の現地

調査や地元の方々との懇談会な

どを精力的に取り組んでいる国

土問題研究会にお願いしており

ます。 

宇治市では現在、市の防災計画

の見直し作業がすすめられてい

ます。「会」も昨年１１月に計画

の見直しにむけ１２項目の申入

れをしており、集いには内容に対

する回答もいただくことになっ

ております。より身近な市計画を

策定するためにも今回の特別報告と記念講演など１２周年の集いは、宇治市民にとってま

たまた新たな飛躍を創りだしていただける集いになると確信しています。 ぜひご参加く

ださい。参加は自由です。当日直接会場におこしください。  

⇒終了後、毎年恒例の「講師を囲む懇親会」（会費５０００円）を開催します 

参加希望される方は、事前に会連絡先か役員までお申し込み下さい 

防災を考える市民の会  
機関紙 第 100号 

2012年 2月 4日 

 は ん   しょう 

 鐘 鉦 
連絡先 宇治市宇治下居 4-7 
京都建築労働組合宇治支部 
電話 0774-24-2223  

http://ujibousai.web.fc2.com 
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「会」は、東日本大震災に伴う防災計画の見直しの申入れを昨年１１月２８日に宇治市

長に申し入れました。 

申入れの内容は、 （１）災害対策基本計画の更なる検証と見直し （２）ハザードマッ

プの検証と見直し （３）天ヶ瀬ダム、喜撰山ダムの耐震性及び事故や決壊について 
（４）宇治川堤防の地震に対する危険性について （５）断層など危険箇所の調査 （６）

ライフラインが寸断された場合の問題発生箇所について （７）避難所の受け入れ体 
（８）帰宅困難者の大量発生 （９）原発事故への対策 （10）原子力行政の見直し、代
替エネルギーへの転換 （11）火災発生時の体制について （12）住居・家屋の耐震化
について の 12項目です。申入れの内容は「会」ホームページ  
http://ujibousai.web.fc2.comに掲載させていただいておりますのでぜひご覧ください。 

申し入れ時の市のコメント（危機管理課長） 
申入れの内容は、全庁的に関係しているので、この申入れの内容を上司に報告し、まず

全庁的に共有して内容を検討したい。その結果をどう回答するかも含めて上司と相談し

「会」に報告させてもらいたい。 回答が在りしだい報告させていただきます。 

 

宇治市･防災計画の点検終了 １３項目、優先度を３段階で 
議会「抽象的過ぎる」と指摘も １月31日洛南タイムス     
宇治市では東日本大震災に伴い、地域防災計画の見直しに向けて京大防災研究所に点検

業務を委託していましたが 30日、市議会・全員協議会に結果を報告されました。その内容
が 1月 31日付洛南タイムスで報じられていますのでご紹介します。 
報告書では、課題を 13項目に区分し、優先度を３段階で示している。最も優先されるも

のとしては、避難所・自主防災組織への対応や生活再建支援などがあげられ、市にマニュ

アル整備などを提案している。東日本大震災を受けて、国をはじめ各地の行政で防災計画

の見直しが行われており、市でも改定を見据え、昨年７月京大防災研に点検を委託した。 
 報告書では、震災編の課題のある箇所を抽出・整理。13項目にしぼり、優先度を「高・
中・低」の３段階に分けて示している。最も優先度が高いものとしては４項目をあげ、「来

年度より速やかに対応することが望ましい」とした。 
 ひとつは「民間企業の業務継続マネジメント、復旧・復興」。企業の業務継続などは被災

後の復興を担う経済活動を支える上で重要であるため、市として業務継続計画を策定する

よう提案。また、災害時の復旧状況などを示す方策の検討を求めている。 
 「避難所・自主防災組織」についても最優先とした。避難所については、備蓄の分散化

や自家発電装置、トイレ機能の確保・充実などをあげた。自主防災組織は、学区を基準に

組織や人材の活用・育成などを検討するよう示し、「防災計画とは別に独自に進めることが

できる」とした。 
 また「生活再建支援の内容充実」も優先的に進めるよう示しており、現在は計画に記載

「宇治市防災計画の見直し」の状況  

身近に役立つ防災計画を皆で考えましょう 

「会」11 月 28 日 「東日本大震災に伴う防災計画の見直し」で 
「市防災計画の見直し」の申し入れを行いました 
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阪神大震災で倒壊した家屋 東灘区で 

防災を考える市民の会 ６，４３４名の命を奪った阪神淡路

大震災から１７年   メモリアル宣伝をＪＲ宇治駅前で行う    

 

がないことから、支援業務を洗い出してマニュアル化するよう提案している。 
 「応援・受援計画」も計画に記載がないため、東日本大震災の職員派遣の経験などを踏

まえ、速やかに対応するよう提示している。 
 優先度「中」「低」とした項目の中で、「原子力災害」については、発電所から 50キロ以
上離れているため「特に新たな対応を行う必要はない」としているが、「府の対策の改定に

応じて、市も検討を行う必要がある」と他団体との整合性などを指摘した。 
また、「被害・震度想定」も市独自ではなく、府や国に確認しながらの検討を提示。ただ、

液状化については想定地域内の公共施設の把握や被害対策は速やかにできる、と示した。 
 このほか「帰宅困難者対策」や「学校の危機管理」「応急仮設住宅」などに関してはマニ

ュアル作成の必要性を指摘した。 
 全員協議会では各項目について細かな質問があったほか、「分かりきった内容で具体的な

結果ではない」「抽象的過ぎる」などと議員から不満の声が出ていた。 
 市は今後、関係団体などで構成する防災会議に今回の結果を報告 同会議が改定につい

て検討を進める。      

３．１１東日本大震災を踏まえ 今、改めて「大震災の教訓」を考え
よう   隠さない、ごまかさない、逃げない、うそをつかない 

この姿勢が、住民の命・暮らしを守ることに・・・と訴え 
 

６，４３４余名の尊い命を奪った阪神淡路大震災から 17年目を迎えた 1 月 17日。「会」

は夕方ＪＲ宇治駅前で鐘鉦99号を配付と宣伝カーから今こそ大災害の教訓を生かそうと訴

えを行いました。 

特に昨年 3 月 11 日に発生した東日本大震災
（東北地方太平洋沖地震・津波）は、死者 1
万 5 千人以上という未曾有の大災害となり、
あわせて東京電力福島第一原子力発電所にお

いて取り返しのつかない大規模事故が発生し

たことなどの教訓を宇治市においてどのよう

に生かしていくべきか、私たちも東北現地の

調査を行うなどの中で「市の防災計画の見直

し」についてまとめ、11 月 28 日に宇治市長
あてに申し入れをしたこと。 
また大災害の最大の教訓は、国や行政やあら

ゆる組織が物事を「隠さない、ごまかさない、逃げない、うそをつかない。この姿勢が、住民の

命・暮らしを守ることになる」 さらには「自然災害は、止めることが出来ないが、被害は対策により

最小限度にくい止めることが出来る」が「防災の基本」であり今、京都府の「被害想定」に学び、最

悪の事態を想定した対策をとることが大切であることなどを訴えました。 
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上流部では河床掘削工事が進められており

川の流れが変動していることも洗掘の要因

と考えられる 

宇治川堤防（槇島付近）の洗掘と天ケ瀬ダム亀裂などの 

巡検報告について                 
 
宇治川堤防の洗掘箇所と天ヶ瀬ダムの調査について、昨年１２月２２日に紺谷「会」事 

務局長等で行いました。その内容について小林芳正京都大学名誉教授が巡検メモとして報

告をいただきましたので掲載させていただきます。 
尚、文中の写真とコメントは、事務局で挿入させていただきました。 

 
宇治川堤防と天ケ瀬ダム巡検メモ（小林芳正） 

2011.12.22、10時～13時、宇治川左岸堤防（水管橋のやや上流）および天ケ瀬ダムの巡検
を行った。同行者：則包、紺谷、梅原氏。その概要は以下の通り； 
 
宇治川堤防：散歩中堤防に孔を発見したという

則包氏の案内で、水管橋の上流の堤防を見て回

る。（右写真）孔というのは護岸末端のコンク

リートの下側がかなり洗掘されており、その隙

間から鋼矢板の頭部が見えた。副堰堤末端のコ

ンクリートは、鋼矢板の頭部を包み込むコンク

リート・コーピングといわれ、鋼矢板の壁効果

を高める構造部分である。鋼矢板は本来地中に

あるべきで、その頭部が露出しているのは好ま

しくないことだが、この場所が河流による攻撃

の激しい個所であることを示しており、それに

対処するため鋼矢板を施工したのはよい選択

だった。だがこれで十分かどうかは再検討して

みたが方がよいだろう。この箇所の河岸攻撃や

洗掘が激しいのは、水管橋上流部で川幅が狭ま

っていることと関係があるだろう。 

 紺谷氏によると、最近、河床の低下が急速に

進行しており，今回調査地点の対岸（右岸）で

去年は見えなかった古い杭頭が今年は見える

ようになっているとのことである。河岸の浸食、

洗掘は重要な注意事項である。とくに河床洗掘

が進行して粘土層が浸食され、旧横断河川の砂

礫層が露出するようになると宇治川堤防の決壊の危険が高まる恐れがある。ちなみに、旧

堂の川が宇治川下部を横断するあたり（京滋バイパス付近）の左岸に「吹前公園」がある

が、「吹前」は 1976 年長良川決壊に先立つ「がま」と類似の現象で、高水時にこの地点で

ボイリングが起こっている可能性がある。 

 水管橋の橋脚は直接基礎と思われ、周辺に洗掘防止のテトラがポット様のコンクリート

が置かれているが、今後、河床低下が激しく進めば、その程度の対策では不十分である。

より抜本的な補強（たとえば周辺の増し杭あるいは深礎の増設など）が必要であろう。 

今回の巡検で知ったことは、宇治川と言っても等幅の川ではなく、川幅が延長に沿って
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ダム数か所でこのような亀裂が・・ 

ダムゲート裏側でも工事がされていた 

変化しており、流れもかなり蛇行していて、特定の堤防部分を強く攻撃していることが分

かった。現在、1500ｔ/ｓのための河床掘削工事が進行中だが、実際の河流は、深さを増せ

ば、拡大された断面を一様に流れてくれるような単純なものではなく、予定されたように

効果が上がるかどうかわからない。どのような副作用が生じるか、確かな予測は困難だが、

「想定外」のことが起こらないように、起こりそうな事象を網羅して対応を考えておくべ

きだろう。 

注意すべきキーワード：洗掘、河岸浸食、水管橋基礎の補強、高水時の吹前 

天ケ瀬ダム：11時過ぎに天ケ瀬ダムに向かう。ゲートで代表者が記名して入らせてもらう。

見学者に対する管理が強まっている印象を受け

た。ダム頂を対岸までわたり、貯水池側ものぞ

いてみた。ダム頂で工事が行われていたが、ダ

ム頂に入った亀裂を修復しているもののようだ

った。彼らはそれを目立たないように修復して

いるだけで、本体の補強には全く関係ない。 

本来、アーチ構造そのものは亀裂が入っても

耐荷力が低下することはないことは、単なる空

石積みのアーチ橋やトンネルが長年月、問題な

く自立していることで分かる。だが問題は、こ

の堤頂部の亀裂の原因が何かということである。

基礎の変形もダム本体の変形も、本来は竣工後

から年月とともに減少すべきものである。1964

年に竣工したダムに、なぜ 50年近くたった今頃

亀裂が入るのか？原因が思い当たらない。あえ

て考えれば、何らかの原因で基礎の変形が進行

している可能性がある。 

この新しい亀裂を発生させるダムの変状原因

の方が問題である。1964 年といえば我が国のア

ーチダムでは早期の年代である（黒部第 4ダム

186メートルは 1961年）。高さは72メートルで、

黒部ダムよりは小規模だが、おそらく監査廊で変状をモニターする測定器が設置されてい

ると思われる。これらのデータを公開させ、天端の変状と記録を照らし合わせて考察する

のがよいだろう。なおこのダム右岸には工事中の坑道を利用して、京大防災研が地殻変動

を観測しているようである。その観測記録も併せて考察するのがよいだろう。 

ダム巡検の後、上流の対岸のがけ崩れ（右写真）

を見に行く。これはこの地点で貯水池を遮断してい

る断層に関係があるかもしれない。 

 

天ケ瀬ダム調査（補遺） 
 

過去アーチダムの事故では次の 2件が有名である： 
 
• マルパッセダム決壊事故（アーチ式コンクリート
ダム。フランス・1959 年 12 月、高さ：66.5ｍ）。 
本体建設終了後に試験湛水を開始したがその約 16 時間後、ダム左岸部の堤体が基礎岩盤
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ごと決壊し 500 人以上が死亡。水圧を支えるはずの基礎地盤が軟弱であったことから莫大
な水圧を支えきれずに崩壊したことが判明。以後のダム建設において両岸の基礎地盤対策

が重要視された。 
• バイオントダム地すべり事故（アーチ式コンクリートダム。イタリア・1963 年 1 月、
高さ 260ｍ） 
本体建設終了後、最初の試験湛水中に地すべりが発生。それを放置し満水にした所豪雨を

被りダム上流の左岸に大規模な地すべりが発生、貯水池に 3 億立方メートルに及ぶ莫大な
土砂が流れ込んだ。これにより貯水が巨大な波となってダムを越え、直下流のロンガロー

ネ村に洪水を引き起こし村は壊滅。2,000 人以上が死亡した。ダム自体は決壊しなかった
ものの放棄され、現在は機能を果たしていない。これ以後、ダムサイトだけではなく貯水

によって水没する周辺山地の斜面対策がより重要視された。 
これらの事故例から見て、経験的には、アーチダムの危険は初期湛水時のアバットメン

ト岩盤の破壊と貯水池への大地すべりである。とくに初期湛水時の事故は 1959年なので、
我が国でのアーチダム建設時は、ダム技術者の間でこの種の危険は周知であり、そのため

ダム本体及びアバットメント岩盤中では、初期湛水時の計測は注意深く行われていたはず

である。おそらく天ケ瀬ダムもその例外ではなく、その種の計測データはきっとあると思

われる。そして計測器が経年により破損していなければ、あるいは破損しても修理されて

いれば、現在のダム本体の変状と同時期の計測データがあるだろう。 
 貯水池への地すべりの危険については、調査当日も見に行ったように、丹波系を主とす

るもろい岩盤を谷壁に持つ貯水池にはこれまでも少なからず崩壊が起こっていたであろう

し、今後も起こるだろう。しかし、バイオントダム事故をもたらしたような大規模（3億立
方メートル）な崩壊は考えにくい。 
 
また、ダム本体が破損して危険な状態になることも絶対にないとまでは言えないが、前

調査メモに記したように、アーチ構造はなかなか崩壊

しにくいものだから、使用後 50年近くも経ってから
本体が崩壊することは考えにくい。 
 
したがって、天ケ瀬ダムで注意すべきは、第 1の方

の危険である。これまで設置後相当年数を経てから、

ダムアバットメントが崩壊した例は知られていない

が、天ケ瀬ダムでは 100ｍほど離れた左岸に大口径放
水トンネルが計画（右・下図天ヶ瀬ダム再開発パンフ

より掲載）されているので、その掘削が左岸アバット

メントに与える影響に注意すべきだろう。 
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立場の違いをこえて、「原発をなくそう」の一点で力をあわそうと相談。そして、「原発

なくそう宇治の会」を発足し、「2.12原発なくそう宇治のつどい」を計画。 
講演 若狭で原発反対運動 40年 福島原発震災は何を問いかけているのか 

  講師 中島哲演さん 若狭･小浜市明通寺住職 原子力行政を問い直す宗教者の会  
東日本大震災被災者の方からのお話 他 

原発なくそう宇治の会連絡先 池内光宏 21-2573 水谷修 22-5831 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

ドキュメンタリー映画 バベル

の塔 上映会です。 
2012年 3 月 ４ 日（日） ①
10時～１２時 ②１3時～15時 
宇治市民会館 （宇治橋西詰 宇

治里尻 71-9）にて  参加協力 500円 
主催 原発ゼロをめざす宇治の会 連絡先 宇治城陽久御山地区労（℡29-3374） 

  参加される方は、下記協力券を持参し当日入り口にてカンパご協力ください。 

ご案内  原発問題に関する各団体の取り組の案内が「会」
に寄せられていますのでご紹介します。 
 参加等のお問合わせは各団体へお願いいたします。 

核廃棄物の真実が此処にある！               映画バベルの塔 
 

参加協力券 
500 円  

 
２０１２年３月４日（日）①午前 10時～12時 ②午後 1時～3時 

上映場所 宇治市民会館（宇治橋西詰 宇治里尻 71-9 電話 21-2804） 
 お願い 車でのご来場はご遠慮ください。 

主催 原発ゼロをめざす宇治の会 連絡先 宇城久地区労内（電話 29-3374） 
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４２治水事業で資料不備  天ケ瀬ダムや大戸川ダムも計画の経緯、説明
できず 検査院調査  ２０１２年１月２０日（金）京都新聞 
国土交通省と独立行政法人の水資源機構が全国で実施している５７の大規模治水事業を

会計検査院が調べたところ、天ケ瀬ダム再開発（京都府）や大戸川ダム（滋賀県）など４

２事業で同省などが保存する関係資料に不備があり、事業費が膨らんだ原因や放水路など

が必要と判断した経緯を説明できないことが１９日、分かった。参議院の調査要請に基づ

き同日、報告した。 

関係資料は保存期限が過ぎたとして廃棄されるなどしていた。国交省は２０１１年４月

以降、事業計画の立案に関する資料を、完成後に事後評価が終わってから１０年間保存す

ると決めた。 

検査院は「大規模治水事業は費用が多額で長期にわたる。あらゆる面について、説明責

任を果たすことが重要」としている。検査院によると、事業費が２３０億円から１５倍超

の３６４０億円になった大滝ダム（奈良県）など、事業費や事業期間が当初計画から変更

されたダムが３５あった。国交省と水資源機構は物価上昇や用地補償などを理由としたが、

現存する資料では増額の内訳や詳しい原因が明確でなかった。＜略＞ 

 

堤防決壊 避難誘導は大丈夫！？    西小倉地区コミュニティ推協 
水害対策テーマに防災講演会  2012 年 1 月 25 日（水） 洛南タイムス 
宇治市の西小倉地区コミュニティ推進協議会（黒田忠雄会長）主催の防災講演会が 21日

夜に西小倉コミセンで開かれ、淀川管内水害に強い地域づくり協議会の石尾年光さん、宇

治市危機管理課の福井康晴課長が自主防災活動（自助・共助）の重要性や水害時の避難を

テーマに講演。協議会を構成する各種団体の住民ら 80人余りが参加した。 ＜略＞ 

 巨椋池干拓田に隣接する西小倉地域はひとたび大水害に見舞われた場合、最大で５㍍以

上が浸水。概ね２㍍以上の浸水が想定されるほか、地震災害では液状化現象が危惧され、 

災害の備えに関する住民の関心も高い。 

 講演では宇治市が策定したハザードマップを元に、石尾さんがゲリラ豪雨により中小河

川の井川が氾濫した場合、宇治川の堤防が決壊した場合の洪水の特性の違いをふまえた対

応が必要と指摘。 ＜略＞ 

全国的に災害が増加するなか、避難勧告等の判断・伝達の方法については内閣府から指

針が示されたが、淀川流域を管理する国土交通省淀川河川事務所が管轄する京都府域、大

阪府域の市町村では具体的なマニュアル作成はまだ出来ていない。宇治市でも水害に対処

した独自マニュアルの策定をめざしているが、まだ策定には至っていない。 

 参加者からは震災で「想定外」という言葉が話題になったが、天ケ瀬ダムが決壊したら

この辺はどうなるのかｌｌとの質問が飛び出し、危機管理課の福井課長が「阪神淡路大震

災の後にダムの耐震性について調査し、再評価しているが、耐震性は損なわれないと聞き

及んでおり、地震による決壊（との想定）は現在把握していない」と説明。 

 出席者からは「もしものことを思うと、ぜひ検討してほしい」と要望する一幕も。 

主催側からも「ダムができて月日が経過し、住民も心配している。何らかの情報があれば

機会を見て示してほしい」と述べた。 

天 ヶ 瀬 ダ ム に 関 す る 情 報 提 供 で す 。 
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防災を考える市民の会は、お蔭様で１２周年を迎えまし
た。誠に恐縮ですが「会」への１２周年に際するメッセージ等を

お寄せください。集い等でご紹介させていただきます。 

 

今年度 

2012 


