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ABSTRACT 
“Mizutsuka” is an architectural form known as evacuation shelter during flood disaster. It is built in 

the area where is frequently suffered from flood damages. This study is focused on the Mizutsuka in 
Fujishiro, Ibaraki-prefecture, the lower Kokai basin area. By inquiring about the experience of the 

flood 1950 from 61 owners of Mizutsuka, this study aims to show the actual Utilization of Mizutsuka 
in whole flooded area as a case study. About 70% of the owners of Mizutsuka didn’t use Mizutsuka as 
an evacuation shelter. Instead of it, they chosen bank, house of relatives, second floor of main house / 

barn or board. The reason of this result is assumed to be 1) the scale of flood 1950 was above the 
capacity of Mizutsuka around this area. 2) Not every Mizutsuka was originally used as an evacuation 

shelter.  
 

第１章 はじめに                    
１．１ 研究の背景と目的 

 これまでの治水は、ダムや堤防などを代表とする河道内の

施設によるものが中心であった。しかし都市化の進展に伴う

流出量の増加、従来の氾濫域における人家の開発や近年の異

常気象等が背景となり、潜在的な水害のポテンシャルは高く

なっている。そこで流域側においても、氾濫に備えた対策が

求められている。このような背景から治水行政は氾濫を許容

するものへと方向性の転換を遂げようとしている中、河川審

議会により平成 12 年「流域での対応を含む効果的な治水のあ

り方」中間答申が提出された。この答申には、流域対策とし

て調節池、霞堤や二線堤防などによる対策に加え、土地利用

対策や洪水時の情報・避難体制に関する対策が含まれている。

また、流域対策の実効的な対策の提案には、輪中堤や宅地嵩

上げの実施が挙げられている。宅地嵩上げによる水害対策に

は、古くから洪水常襲地に見られる水屋や水塚がある。 

 本研究では小貝川下流域の茨城県取手市藤代地区に立地す

る水塚を取りあげ、現地調査およびヒアリングから過去の洪

水時に水塚所有世帯がどのような避難行動をとるかを調査す

ることにより、洪水時における水塚利用の実態を把握するこ

とを目的とする。 

１．２ 本研究における水塚の定義 

本研究では水塚を「敷地の一部を 1m 以上土盛りしたもの」

と定義する。水塚上の建物は、「塚上の建物」とする。 

１．３ 研究の位置づけ 

 本研究と関連する分野は、水防建築に関する研究と洪水時

の避難行動に関する研究である。建築学や地理学、都市計画

の分野において水屋・水塚の立地、およびその洪水時におけ

る利用に関する研究123があり、洪水時の避難行動に関する研

究は土木の分野などで研究されている。水屋、水塚が洪水時

の人や物の有効な避難空間であるというのは既往研究で得ら

れた知見であるが、その洪水時の利用に関する実態の把握は

水屋・水塚個々の記録の集積に留まり、氾濫域全体における

洪水時の利用については調査されてきてはいない。 

 また、洪水時の避難決定に関する知見には「避難決定は避

難勧告よりも自宅の浸水深が要因となる」というものや4、迅

速な避難が行われない例5が述べられており、情報の伝達手段

が発達した現代においても、水塚を取り巻く避難行動のあり

方を見ることは必要であると考える。 
第２章 藤代地区における水塚              

２．１ 対象地の概要 

 鬼怒川・小貝川分離 (1615~1623) 以前は、対象地区内を

両河川の水が乱流していた。過去の洪水には、右岸部では1740

年以降洪水の記録が 5 回、うち 4 回の洪水について破堤箇所

が確認されており（図２）、いずれも最下流部である6。対象

地区である藤代が相馬 2 万 5 石の穀倉地帯として発達したの

は、鬼怒川・小貝川の分離以降である。 

 小貝川下流部における水塚数は、対象地区である右岸側が

圧倒的に多く存在し、それはこの地区がすり鉢状の地形を有

するため浸水しやすく、また湛水期間が長いためとされる7。 

 

 

 

 

 

 

 
２．２ 研究の方法とヒアリング調査の概要 図１ 対象地区の水塚      図２ 対象地区と過去の洪水 
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図３ 昭和２５年洪水時における氾濫域と洪水到達時間 

表２ ヒアリング確認件数 
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 水塚の平時、非常時における利用実態をヒアリング調査に

よって把握した。調査期間及び回数は事前調査を含め 2008 年

5 月~2009 年 2 月の計 17 回である。 

１．調査対象とする水塚 

 旧藤代町の調べによって確認された対象地区内に立地する

75 棟の水塚を基に、本調査では現地調査とヒアリングによっ

て場所の特定を行い、計 71 棟の水塚を確認した（うち報告書

に記載されていた水塚 57 棟、本調査で新たに確認した水塚

14 棟）。 

２．ヒアリング方法と質問内容 

 対象地区内で確認した 71 棟の水塚を持つ世帯を対象に、①

主屋・水塚の位置の確認、②塚上建物の確認（水塚の上に建

物があったかどうか）、③塚上建物がある場合はその形態と利

用、④対象洪水時における行動（表１）、を確認した。洪水時

の避難行動において、破堤後に押し寄せた水に対してとられ

た行動を「初期避難」、破堤後の湛水に起因する避難生活を「避

難生活」と定義する。なお、回答件数は表２の通りである。

ヒアリングは 60 年前のことであるため、最低 30 分は時間を

とり、回答が不鮮明、断片的な場合は対象から除くか再度訪

れて確認、電話による確認をした。項目には一貫して質問で

きたものもあるが、調査をする中で、新たに加えていった部

分もあるため、全世帯から話を伺えなかったものもある。 

 

 

 ~洪水時における避難行動のヒアリング項目~ 

 決壊後、まずどこへ避難したか／避難先を選択した理由／  

 避難時の移動手段／破堤後何時間くらいで水は到着したか 

 ／洪水時水塚はどのくらい浸水していたか／避難行動は家 

 族全員でしたか／避難生活はどこで過ごしていたか／家族 

 全員で避難生活していたか／避難生活先を選んだ理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．３ 水塚の平時の利用 

１．塚上建物の形態 

 地区内における水塚のうち、塚上に建物があり、ヒアリン

グが行えた 63 件の水塚を対象に、水塚上建物の形態を集計し

た結果、塚上建物が2階建てのものが69％、平屋のみが23％、

2 階建てと平屋の２棟が建てられているものが 4％、平屋２棟

を建てているものが 4％であると確認した。 

２．塚上建物の利用 

 塚上建物の多数を占める２階建てのものの利用には、１階

を米蔵、２階を長持などの普段用いない道具置きとして利用

するものが多数を占めている。 

 

第３章 藤代地区における洪水時の水塚          

３．１ 対象洪水における浸水域の確認 

 対象洪水は昭和25年8月高須村大留地先の堤防決壊による

ものを選択した。水防団の記録及び字別の氾濫水到着時間、

ヒアリング内容をもとに氾濫水の到達時間を地図上で確認し

た(図３)。用いた調査報告書は、字単位のものであるため、

人家のないエリアでは、時間が把握できない部分もある。氾

濫水は中央部に早く氾濫水が到着し、線路が二線堤の役割を

したことで、それから北西部は浸水到達時間が遅れている。 

 

 

３．２ ヒアリングの集計結果 

 初期避難に選択された避難先は【堤防、水塚、近隣の親戚

宅、納屋・主屋２階、舟】である。初期避難において水塚を

全く使わなかった世帯は全体の69%である。家族全員が同一避

難先を選択したもののうち、水塚へ避難した世帯は21%であり、

それ以外には、堤防が33%、親戚宅が16%である。また、家族

内で別々の避難行動をしたもののうち、一部が水塚を用いた

世帯は8%、堤防では7%であり、家族の一部が水塚を選択して

いたものを含めても、水塚より堤防が初期避難先として選択

されていることが分かる。 

 避難生活先に選択された避難先は【堤防、水塚、近隣の親

戚宅、納屋・主屋２階】であり、避難生活において水塚を全

く使わなかった世帯は全体の75％である。避難生活場所とし

て多く選択されているものは、親戚宅34%、堤防16%、水塚11%

であり、世帯構成員のうち、一部が親戚宅を避難生活先とし

て用いたのが21％、水塚の場合は13%、堤防が5%である。親戚

宅が避難生活先として最も選択されている。 

３．３ 避難先別の避難行動 

１．避難初期において水塚に避難した世帯 

 初期避難時に水塚を避難先として選択した世帯（図４）は、

氾濫水が早く到達したエリアであり、堤防や台地などの避難

できる場所から離れたエリアを中心にみられる。また、それ

からはずれた部分で避難先に水塚を用いている世帯は、世帯

主が家財を保護する目的で単独で水塚にとどまったものであ

る。 

 

 表１ 洪水時における避難行動に関する主な質問内容 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（左上）図４ 初期避難時に水塚へ避難した世帯 

（左中）図５ 塚上が浸水しなかった水塚 

（左下）図６ 初期避難に主屋・納屋２階へ避難した世帯 

（右上）図７  初期避難時に親戚宅へ避難した世帯 

 

 水塚上の浸水と水塚への避難との関連であるが、水塚へ避

難した世帯のうち半数が浸水を被らなかった水塚へ避難して

いる（図５）。残りの半数が避難した水塚は床上浸水を被って

いる。それらの世帯には、別の避難場所へ避難するものがみ

られるが、減水にあわせて再び水塚に戻る場合も確認された。 

２．初期避難時において主屋・納屋２階に避難した世帯 

 初期避難時において水塚以外に敷地内に留まったものに納

屋・主屋２Fがある（図６）。破堤後、敷地内の納屋２階や主

屋の中２階部分に避難した世帯は、水塚に避難した世帯と同

じようなエリア、すなわち周囲に避難できる場所がないエリ

アであり、対象洪水では氾濫水が早く来たエリアを中心に分

布している。納屋・主屋２階を選択した理由には、敷地内で

浸水を被っていない場所がそこしかなかったというものと、

それから続く避難生活における快適性が挙げられている。  

３．初期避難時において親戚宅に避難した世帯 

 親戚宅に避難したものの中には（図７）、近くの台地にある

集落の家に世話になる世帯がまとまったエリアが見られる。

親戚宅へ避難した世帯で水塚へ避難しなかった理由には、水

塚に食料の備蓄がなかった、塚の上に建物がなかった等、長

期に及ぶ避難生活を考慮に入れた回答が目立った。 

 これらの世帯は水が到着した後、親戚宅へ舟や徒歩で避難

している。氾濫水とは逆の方向へ避難しているもの、道路が

２線堤となり避難する時間を稼いだ世帯は徒歩で避難し、そ

れ以外の世帯は舟で避難している。 

４．初期避難時において堤防に避難した世帯 

 堤防に比較的近く住む世帯によって避難場所に堤防が選択

されている（図８）。ある集落では、各世帯の誰かが少なくと

も堤防へ避難しており、敷地内に留まる場合は世帯主の家財

保全行動のみである。避難の方法としては、徒歩、舟などの

選択肢があったが、氾濫水の到達まで比較的時間の猶予があ

った地域では徒歩で避難し、破堤直後に水が到達し、かつ堤

防から遠い地域では、舟で移動している。 

 また、ヒアリングからは危機感を持って避難した世帯が堤

防を避難先として選んだもののうちに含まれていた。水塚の

利用については、水塚自体が浸水して使用できなかったとい

うものが挙げられるが、一方で水が来る前に事前に水塚に物

を避難させる世帯や、水塚１階の米俵が水に浸からないよう



に、台を置いてその上に米俵を置き、避難している世帯が見

られた。しかし、着の身着のままで避難した世帯も見られ、

洪水流の到着時間が避難のあり方、事前準備のあり方に影響

を与えていることが読み取れる。 

５.初期避難と避難生活で水塚に避難した世帯 

 水塚に一貫して避難した世帯は、61 件中 10 件であった（図

９）。初期避難では別の避難先を選択したが、避難生活で戻っ

たものもある。また、水塚に初期避難したものの、避難生活

では別の場所に避難した世帯もある。 

(上図) 図８ 初期避難時に堤防へ避難した世帯 

(下図) 図９ 初期避難時・避難生活いずれかで水塚を用いた世帯 

第４章 考察                      

 調査の結果、対象地区の水塚を持つ世帯は、必ずしもその

多くが水塚を用いたとはいえなかった。避難先の選択には、

家の立地（堤防・台地との距離）、洪水条件（氾濫水の到達

時間）、避難先の浸水に対する絶対性、避難生活の想定など

との兼ね合いで、水塚、堤防、親戚宅、納屋、主屋２階、舟

といった選択肢の中から避難場所が選ばれていると考えられ

る。堤防近くの世帯は堤防へ避難する傾向があり、近くに台

地がある世帯は台地上の親戚宅を頼りにそこへ避難する傾向

がみられた。また堤防や台地から離れているエリアに住む世

帯では、水塚や主屋・納屋２階といった避難先を選択する傾

向が見られ、または舟を用いて堤防や台地へ避難した世帯も

見られた。水塚や主屋・納屋２階といった敷地内における避

難先を選択する際には、より浸水に対して安全なもので、避

難生活が比較的快適におくれるものを選択している傾向が見

られた。 

 また、水塚は世帯主のみによる家財保護のための拠点とし

て用いられた例や、物的避難場所として利用された例、他の

避難先とあわせて使われるものが見られ、避難行動において

柔軟に用いられたと考えられる。 

 一方で、初期避難時と避難生活時に一貫して水塚を選択し

た世帯は、数は多いとは言えないものの、その分布にはまと

まりが見られた。それは氾濫水が早く到達したエリアを中心

とし、堤防などの避難できる場所や台地から遠いエリアにみ

られる。これらの地域では、他の堤防などの近い地域より水

塚が避難先として重く見られていた可能性がある。実際に対

象洪水の際、塚上に浸水を被らなかった水塚はこのエリアに

多く見られる。 

 本研究で対象とした事例では全ての水塚が用いられていな

かったが、その理由には①対象洪水がこの地域の水塚が想定

する規模以上の洪水であった可能性、②もともと全ての水塚

が避難先としての機能を備えていなかったという可能性が考

えられる。対象地区が被った洪水の規模の変遷の確認は、今

回は資料の制約上行うことができなかったため、今後の課題

とする。また、今後調査地を増やすことが望まれる。  

第５章 結論                      

 本研究では、小貝川下流右岸側流域の取手市藤代地区が被

った昭和２５年小貝川洪水に着目し、地区内における水塚を

所有する世帯の避難行動を見ることによって、水塚の機能を

把握することを目指したものである。 

 今回の事例からは、一部の例外を除き、水塚は洪水時にお

ける絶対的な避難空間ではなく、あらゆる選択肢の１つ、あ

るいは複合的に用いられていた空間であるということが確認

された。 
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