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 Typhoon No. 19 in 2019 completely submerged the banks of the Arakawa River, causing record-breaking rainfall exceeding the 

flood level, and In September 2022, Typhoon No. 14 caused extensive damage mainly in the Kyushu region. While global warming is 

believed to have made typhoons more powerful in recent years, the damage caused by river flooding has become more serious. This 

situation has also led to a decrease in the use of river space. 

 In addition, while the demand for electric power is increasing, the supply of electric power has decreased due to the shutdown of 

nuclear power plants after the Great East Japan Earthquake, and in March 2022, a demand shortage warning was issued in the service 

area of Tokyo Electric Power Company. In addition, today, when it is possible to work remotely, people are migrating from urban areas 

to rural areas to escape the effects of the spread of COVIT19, soaring land prices, and rising utility costs. 

 This project proposes disaster-resistant levee-type dwellings that will promote the daily use of rivers as well as disaster prevention 

of rivers and provide electricity. We will redefine the type of housing required in cities from now on, considering that the environmental 

burden caused by urban sprawl is not appropriate in terms of energy use efficiency and preservation of the natural environment. In 

addition, the site selection is described in this paper as follows 

 

1. はじめに 

 令和元年台風 19 号により，荒川河川敷は完全に水

没し，氾濫危険水位を上回る記録的豪雨を観測し，令

和 4 年 9 月にも台風 14 号による九州地方を中心に広

範囲に渡って被害を受けた．地球温暖化によって近年

の台風の強力化が進んでいるとされる中，河川の氾濫

による被害は甚大なものとなっている．こうした現状

は河川空間利用の減少にも繋がっている． 

 加えて，電力需要が増加している一方で東日本大震

災以降の原子力発電所の停止を受け，電力供給量が減

少し，令和 4 年 3 月には経済産業省より東京電力管内

の需要ひっ迫警報が発令された．また，リモートでの

仕事が可能となった現在では，COVIT19 の感染拡大

による影響や地価の高騰，光熱費の高騰から逃れるよ

うに都市部から地方への移住が進んだ． 

 本計画では，河川の防災とともに河川の日常的利用

を促し，電力を賄う水害浸水対応型住宅を提案する．

エネルギーの利用効率や自然環境を守るうえでは都市

離れによる環境負荷はふさわしくないことも踏まえ，

今からの都市に求められる住居の在り方を再定義す

る．また，本稿では敷地選定を以下に記す． 

 

2. 計画背景 

2.1 河川空間を利用する背景 

河川は，地域の身近な自然空間であり，川遊びなど

の自然体験の場や，様々なレクリエーション・イベン

ト空間の場としての活用事例も多い．国土交通省では

都市部の貴重なオープンスペースとしての価値を有す

る河川敷地において，快適で賑わいのある水辺空間の

創出すなわち「河川空間のオープン化」[1]を推進して

いる． 

海抜ゼロメートル地帯を含む荒川では下流部でスー

パー堤防の整備が進む一方で都市部での河川利用者数

は停滞していると言える． 

 
Figure1. Trends in the total number of annual users of four 

representative rivers (Tone River, Arakawa River, 

Yodogawa River, and Tamagawa River) [2] 
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2.2 電力不足の解消 

原子力発電所の停止に加え，火力発電の老朽化に伴

い，電力の供給不足が続いている．リモートワークが

進み，地方で生活ができるようになった現在，東京の

高騰する家賃や光熱費から避け，自然に囲まれた生活

を求めて郊外に移住する人が増加し，東京に住むメリ

ットが少なくなったと言える．このことを踏まえ，自

然エネルギーを用いた安価な電力で賄う住宅街を考え

る．日本の河川は海外の河川と比較した場合，河床勾

配が大きく，これを生かした発電システムを導入し，

環境負荷の少ない低コストなエネルギーを求めて住む

ことを狙った水害浸水対応型住宅を提案する． 

 

3. 敷地選定 

 首都圏を流れる河川の中でも氾濫したときの家屋の

倒壊など被害が甚大となる可能性の高いとされる利根

川，荒川，多摩川流域から敷地を選定する．また，河床

勾配を利用した発電システムを構築することも視野に

入れ，電力需要の高いエリアを選定する． 

 

 

Figure2 River bed slope and expected flood inundation area 

of the three rivers [3] [4] [5] [6] 

 
Figure3 Hazard map and potential sites [7] [8] [9] [10] 
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