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第 24 回(平成 24 年度)砂防研究報告会実施要領 
 

 

○開 催 日：平成 24 年 10 月 3 日（水）～4 日（木） 

 

○会   場：砂防会館 別館 3 階および本館 2 階特別会議室 

（東京都千代田区平河町 2-7-5） 

 

○参加対象者：国土交通省および都道府県の砂防行政担当者 

 

○主   催：国土交通省 国土技術政策総合研究所 

危機管理技術研究センター砂防研究室 

         (独)土木研究所土砂管理研究グループ 

 

○協   力：(社)全国治水砂防協会 
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プログラム 

 

第 1 日目：平成 24 年 10 月 3 日（水）13：00～17：15 

 

全体会議（穂高） 

13:00～13:05 開会の挨拶 

          国土交通省 国土技術政策総合研究所 

            危機管理技術研究センター長     後藤 宏二 

13:05～13:55 講 話 

         国土交通省 砂防部 砂防計画課長    大野 宏之 

13:55～14:10 砂防調査研究の概要と国土技術政策総合研究所 

危機管理技術研究センター砂防研究室の研究について 

        国土交通省 国土技術政策総合研究所 

         危機管理技術研究センター砂防研究室長  岡本 敦 

14:10～14:40 独立行政法人土木研究所 

土砂管理研究グループの研究について 

火山・土石流チーム上席研究員       石塚 忠範 

地すべりチーム上席研究員         武士 俊也 

雪崩・地すべり研究センター上席研究員   野呂 智之 

14:40～14:50 分科会討論趣旨説明 

14:50～15:00 休憩 

15:00～17:15 分科会討論 

第１分科会：砂防計画・施設設計の考え方について 

（六甲）   －砂防事業の効果評価等－ 

第２分科会：大規模土砂災害を監視する体制の整備、運用について 

（特別会議室） －ＬＰ、衛星リモートセンシング、振動計等各種センサー－ 

第３分科会：火山噴火、河道閉塞に伴う緊急調査等について  

（霧島）    －実際の対応から明らかになった運用上の留意点とその対応－ 

第４分科会：土砂災害に対する早期の対応(警戒・避難)について 

  （立山） 

 

※第 1 日目終了後、意見交換会を穂高にて実施します。 
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第 2 日目：平成 24 年 10 月 4 日（木）9：00～16：00 

 

9:00～12:00 分科会討論 

第１分科会：砂防計画・施設設計の考え方について 

（六甲）   －砂防事業の効果評価等－ 

第２分科会*：大規模土砂災害を監視する体制の整備、運用について 

（穂高） －ＬＰ、衛星リモートセンシング、振動計等各種センサー－ 

第３分科会：火山噴火、河道閉塞に伴う緊急調査等について  

（霧島）    －実際の対応から明らかになった運用上の留意点とその対応－ 

第４分科会：土砂災害に対する早期の対応(警戒・避難)について 

  （立山） 

*第 2 分科会は穂高にて実施します。前日とは会場が異なりますの

でご注意ください。 

 

12:00～13:00 昼食 

    *会場設営を行います。「穂高」から退出してください。 

 

全体会議（穂高） 

13:00～14:00 特別講演「宮崎県の災害文化について」 

宮崎大学 名誉教授 谷口 義信 

14:00～15:00 平成 23 年度の砂防調査の紹介(12 分×5 課題) 

１．平成 23 年度流砂量観測検討業務 

国土交通省関東地方整備局富士川砂防事務所 

調査・品質確保課 課長 清水 孝男 

２．湯沢砂防流木対策計画ガイドライン（案）の作成 

国土交通省北陸地方整備局湯沢砂防事務所  

調査課 調査係 係長 石田 哲也 
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３．越美山系砂防大規模崩壊に対する施設効果検討業務 

国土交通省中部地方整備局越美山系砂防事務所 

調査・品質確保課 調査係 係長 高橋 正信 

４．ＬＰデータを用いた土砂移動現象の把握について 

（大谷川を事例として） 

国土交通省四国地方整備局四国山地砂防事務所 

調査・品質確保課砂防調査係 係長 佐土 恭教 

５．X バンド MP レーダ雨量有効活用方針検討業務 

国土交通省九州地方整備局大隅河川国道事務所 

調査第二課 課長 高橋 英一 

 

15:00～15:40 分科会討論結果報告及び質疑(10 分×4 課題) 

       (各座長より分科会討議結果の報告) 

 

15:40～15:55 講評 

      国土交通省 砂防部 砂防計画課 砂防計画調整官 今井 一之 

      国土交通省 砂防部 保全課 保全調整官      浦 真 

 

15:55～16:00 閉会の挨拶 

独立行政法人 土木研究所  

土砂管理研究グループ長               小山内 信智 
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Ⅰ．２ 分科会趣旨 
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第 24回（平成 24年度）砂防研究報告会 分科会テーマ 

 
第 1分科会             【六甲】 座長:中部地整 松下課長補佐 

課題名：砂防計画・施設設計の考え方について（砂防事業の効果評価等） 

趣旨：  

○ 私たちは、事業評価監視委員会や対策施設を計画した地元での説明会など、多くの場で

砂防計画や対策施設の考え方について説明をし、今後生じるであろう土砂災害、土砂移動

現象に対して、対策施設がどのような効果を果たすかを説明しています。一方で、説明す

る内容には、かなり割り切った想定も含まれています。 

○ 説明する際には、この今後生じうる土砂災害の予測や対策施設の効果評価について、単

純に割り切って説明をします。しかし、もう少し科学的に分かりやすい説明や対策施設に

ついて工夫できればと思うことがあります。 

○ しかし、砂防で扱う土砂移動現象は、豪雨による土石流や掃流砂から、天然ダムの決壊、

深層崩壊、火山噴火後の土石流・泥流まで、非常に多岐にわたります。また、今後生じう

る土砂災害、土砂移動現象を精度良く予測する技術についても開発途上の部分もあります。

さらに、東日本大震災以降、非常に大規模な自然現象への対応についても、様々な議論が

なされています。 

○ そこで、本分科会では、砂防計画の立案や対策施設の設計時さらには事業評価における

行政的な課題および技術的な課題、特に、被害想定に関する課題、を中心に議論します。 
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第２分科会         【特別会議室/穂高】 座長:関東地整 鈴木課長補佐 

課題名：大規模土砂災害を監視する体制の整備、運用について 

（ＬＰ、衛星リモートセンシング、振動計等各種センサー) 

趣旨：  

○ 2008 年岩手・宮城内陸地震や 2011 年台風 12 号災害のように河道閉塞が多発する等の

大規模土砂災害が発生した場合に、決壊氾濫等による被害を未然に防ぐことができるよ

う、激甚・広域な土砂災害を想定し、その災害場所や規模の情報を早期に把握・共有す

る体制の整備が必要です。 

○ 国土交通省では、これまでＬＰ計測による詳細地図情報を蓄積すると共に、斜面崩壊

検知センサーや土石流検知センサー等の各種監視機器を設置しているほか、各種観測機

器等についても設置してきているところです。今後さらに、雨量レーダー、振動計や衛

星画像判読等の各種技術を駆使した大規模崩壊の監視・警戒システムを深層崩壊の推定

頻度の高い流域において展開していくなど、大規模な土砂災害に対する監視体制強化を

はかることとしています。 

○ 一方、これら大規模土砂災害の監視体制や運用面においては、依然として多くの課題

があります。 

○ そこで本分科会では、大規模土砂災害に直面した際に迅速かつ適切な対応に繋げるこ

とを目的として、これまでの大規模土砂災害に対する初動活動の全国事例や各種調査手

法や監視機器の活用事例の紹介を交えながら、ＬＰ計測，衛星リモートセンシング等の

各種調査手法の活用や、振動計、土石流検知センサー等の各種監視機器や各種観測機器

の活用に関して、大規模土砂災害の監視体制の整備、運用についての課題・対応方策に

ついて、討論を行います。 
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第３分科会             【霧島】 座長:近畿地整 木下建設専門官 

課題名：火山噴火、河道閉塞に伴う緊急調査等の対応について 

趣旨：  

○ 重大な土砂災害の急迫している状況においては、土砂災害が想定される土地の区域及び

時期を明らかにするため、河道閉塞・火山噴火に起因する土石流、河道閉塞による湛水と

いった特に高度な技術を要する土砂災害については国土交通省が、緊急調査を行うことと

しています。そして、緊急調査の結果、土砂災害緊急情報を関係自治体の長に通知すると

ともに、一般に周知することとしています。 

○ 各地方整備局等では、緊急調査の迅速かつ安全確実な実施を図るため、職員の研修、訓

練を実施してきているところです。 

○ また、平成 23 年１月に霧島山の噴火に伴い発生が懸念された土石流に対して、同年 9

月に台風 12号により紀伊山地で発生した天然ダムに対して、そして、平成 24年 3月には、

新潟県上越市で地滑り災害に対して、改正土砂災害防止法に伴う緊急調査が実施されまし

た。それぞれ安全確保を含む体制面、技術面の課題が明らかになりました。  

○ そこで本分科会では、これまでに実施してきた訓練や、実際の災害への対応を通じて明

らかになった課題や留意点を集約し、緊急調査時の迅速かつ安全確実な行動につなげるこ

とを目的として、これら課題等に対する解決策に関する討論を行います。 

 

 

第４分科会             【立山】 座長：中国地整 青戸建設専門官 

課題名：土砂災害に対する早期の対応（警戒・避難）について 

趣旨： 

○ 土砂災害による人的被害を減少させるには適切な避難行動が重要であり、土砂災害警戒

情報等や近隣地域での土砂災害の発生状況等による行政の避難判断のみならず、住民自ら

も土砂災害の前兆現象や行政からの情報を捉えて避難行動につなげていけるようにする

ことが重要です。 

○ また、土砂災害防止法の改正により、特に地すべりについては、地すべりによって発生

した変状を早期に発見し、その情報が行政の担当部署に遅滞なく伝達され、緊急調査や土

砂災害緊急情報へとつなげていけるための体制を確立する必要があります。 

○ 本分科会では、土砂災害警戒情報等や土砂災害の早期発見を避難へつなげていくための

行政からの的確な情報提供、前兆現象等の早期発見や行政からの情報を捉えて避難行動に

つなげる地域力の向上、住民と行政の連携の強化等について、課題やその対応方策につい

て議論します。 
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Ⅰ．３ 参加者名簿 
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参加者数：１０５名
№ 氏名 所属・役職 分科会
1  中谷　洋明  国土交通省.本省..水管理・国土保全局.砂防計画課..企画専門官 3
2  吉野　睦  国土交通省.本省..水管理・国土保全局.砂防計画課..課長補佐 4
3  越智　英人  国土交通省.本省..水管理・国土保全局.砂防計画課.地震・火山砂防室.課長補佐 2
4  吉村　元吾  国土交通省.本省..水管理・国土保全局.保全課課..企画専門官 1
5  松原　寛  国土交通省..北海道開発局..河川計画課.河川計画専門官 3
6  高橋　一  国土交通省.東北地方整備局..河川部.河川計画課.建設専門官 2
7  鈴木 啓介  国土交通省.関東地方整備局..河川部.河川計画課.課長補佐 2
8  福田　光生  国土交通省.北陸地方整備局..河川部.河川計画課.建設専門官　 1
9  松下　一樹  国土交通省.中部地方整備局..河川部.河川計画課.課長補佐 1
10  木下　篤彦  国土交通省.近畿地方整備局..河川部.河川計画課.建設専門官 3
11  青戸　生治  国土交通省.中国地方整備局..河川部.河川計画課.建設専門官 4
12  森　和夫  国土交通省.四国地方整備局..河川部.河川計画課.課長補佐 4
13  前田 昭浩  国土交通省.九州地方整備局.河川部.河川計画課建設専門官 3
14  内里　清一郎  内閣府.沖縄総合事務局..開発建設部.河川課.水資源開発調整官 4
15  幸田 学  国土交通省.北海道開発局.旭川開発建設部..治水課..治水専門官 2
16  小林 充邦  国土交通省.北海道開発局.旭川開発建設部.旭川河川事務所.第2工務課.調査係.係長 3
17  佐々木 努  国土交通省.北海道開発局.札幌開発建設部..河川計画課..開発専門職 3
18  本郷 将輝  国土交通省.北海道開発局.札幌開発建設部..河川工事課..課員 4
19  岩田 清徳  国土交通省.北海道開発局.札幌開発建設部.札幌河川事務所.第２工務課.砂防計画係.係長 1
20  金子 裕幸  国土交通省.北海道開発局.室蘭開発建設部..治水課..治水専門官 2
21  高橋 洋介  国土交通省.北海道開発局.室蘭開発建設部..治水課..課員 1
22  大野 智樹  国土交通省.北海道開発局.帯広開発建設部.帯広河川事務所.工務課.砂防係.係長 4
23  小西 聡  国土交通省.北海道開発局.帯広開発建設部..治水課..治水専門官 3
24  佐藤 禎夫  国土交通省.東北地方整備局..河川部.地域河川課.整備第二係.係長 1
25  矢口 祐一  国土交通省.東北地方整備局.新庄河川事務所..銅山川出張所..出張所長 3
26  岩花 賢  国土交通省.東北地方整備局.新庄河川事務所....建設監督官 1
27  菅原 英高  国土交通省.東北地方整備局.湯沢河川国道事務所..秋田駒ヶ岳山系砂防出張所.技術係.係長 3
28  長岐 岳彦  国土交通省.東北地方整備局.福島河川国道事務所..工務第一課..専門職 1
29  相馬 邦彦  国土交通省.東北地方整備局.福島河川国道事務所..調査第一課.水防企画係.係員 3
30  丑山 善雄  国土交通省.関東地方整備局..河川部.河川工事課.砂防係.技官 1
31  石丸 昌史  国土交通省.関東地方整備局.日光砂防事務所..調査・品質確保課.調査係.係長 1
32  清水 孝男  国土交通省.関東地方整備局.富士川砂防事務所..調査・品質確保課..課長 1
33  大浦 二朗  国土交通省.関東地方整備局.富士川砂防事務所..調査・品質確保課..専門官 3
34  安藤 詳平  国土交通省.関東地方整備局.利根川水系砂防事務所..調査・品質確保課..課長 2
35  榑林 哲也  国土交通省.関東地方整備局.利根川水系砂防事務所..調査・品質確保課..専門官 1
36  杉崎 亮太  国土交通省.北陸地方整備局..河川部.河川計画課.調査第二係. 3
37  若杉 匠  国土交通省.北陸地方整備局.阿賀野川河川事務所..調査・品質確保課..水防企画係長 3
38  岩田 涼乃  国土交通省.北陸地方整備局.金沢河川国道事務所.尾口砂防出張所...技術係長 4
39  新谷 紘平  国土交通省.北陸地方整備局.金沢河川国道事務所.白峰砂防出張所...技術係長 1
40  金谷 孝雄  国土交通省.北陸地方整備局.黒部河川事務所..調査・品質確保課..課長 2
41  野村 昌弘  国土交通省.北陸地方整備局.松本砂防事務所..調査課.調査係.係長 1
42  石田 哲也  国土交通省.北陸地方整備局.湯沢砂防事務所..調査課.調査係.係長 1
43  古瀬 修  国土交通省.北陸地方整備局.飯豊山系砂防事務所..調査・品質確保課..専門員 3
44  奥井 淳  国土交通省.北陸地方整備局.立山砂防事務所..調査・品質確保課.調査係.係長 2
45  後藤 哲男  国土交通省.中部地方整備局.越美山系砂防事務所..工務課.設計係.係長 3
46  高橋　 正信  国土交通省.中部地方整備局.越美山系砂防事務所..調査・品質確保課.調査係.係長 1
47  松原 克彦  国土交通省.中部地方整備局.沼津河川国道事務所....建設専門官 2
48  杉山 紀行  国土交通省.中部地方整備局.沼津河川国道事務所..工務第一課.課長 2
49  竹内 昭浩  国土交通省.中部地方整備局.沼津河川国道事務所..工務第一課.設計係.係長 1
50  伊藤 敦司  国土交通省.中部地方整備局.多治見砂防国道事務所..砂防調査課.調査係.係長 3
51  福本 晃久  国土交通省.中部地方整備局.天竜川上流河川事務所..砂防調査課..専門官 4
52  岡本 明  国土交通省.中部地方整備局.天竜川上流河川事務所..砂防調査課.調査係.調査係長 1
53  北川 眞一  国土交通省.近畿地方整備局..河川部.河川計画課.土砂災害警戒避難対策係.係長 3
54  関根 隆好  国土交通省.近畿地方整備局..河川部.河川計画課.総合土砂災害対策係.係長 3
55  河野 貴司  国土交通省.近畿地方整備局.六甲砂防事務所..調査・品質確保課.計画係.係長 1
56  藤原 寛  国土交通省.中国地方整備局.太田川河川事務所..調査設計第二課..課長 1
57  酒井 博之  国土交通省.四国地方整備局..河川部.河川計画課.土砂災害警戒避難対策係.係長 2
58  清水 正仁  国土交通省.四国地方整備局..河川部.河川計画課.調査第二係.係長 1
59  佐土 恭教  国土交通省.四国地方整備局.四国山地砂防事務所..調査品質確保課..砂防調査係長 4
60  川崎 智仁  国土交通省.四国地方整備局.四国山地砂防事務所...吉野川砂防出張所.技術係長 3
61  山村 昭一郎  国土交通省.九州地方整備局...河川計画課.総合土砂対策係.係長 1
62  梅本 武史  国土交通省.九州地方整備局...河川計画課.総合土砂対策係. 1
63  杉町 英明  国土交通省.九州地方整備局.川辺川ダム砂防事務所..工務第二課..課長 2
64  高橋 英一  国土交通省.九州地方整備局.大隅河川国道事務所..調査第二課..課長 2
65  木崎原 康一  国土交通省.九州地方整備局.宮崎河川国道事務所..工務第二課.設計係.係長 3
66  新垣 敏一  内閣府.沖縄総合事務局..開発建設部.河川課.低潮線保全係.係長 3
67  阿部 孝章  独立行政法人土木研究所.寒地土木研究所.寒地水圏研究グループ.寒地河川チーム...研究員 3
68  後藤　宏二  国土交通省.国土技術政策総合研究所..危機管理技術研究センター.センター長 0
69  吉川　知弘  国土交通省.国土技術政策総合研究所..危機管理技術研究センター.土砂災害研究官 0
70  岡本 敦  国土交通省.国土技術政策総合研究所..危機管理技術研究センター.砂防研究室..室長 0
71  水野　 正樹  国土交通省.国土技術政策総合研究所..危機管理技術研究センター.砂防研究室..主任研究官 2
72  内田 太郎  国土交通省.国土技術政策総合研究所..危機管理技術研究センター.砂防研究室..主任研究官 1
73  林 真一郎  国土交通省.国土技術政策総合研究所..危機管理技術研究センター.砂防研究室..研究官 1
74  野村 康裕  国土交通省.国土技術政策総合研究所..危機管理技術研究センター.砂防研究室..研究官 4
75  奥山 悠木  国土交通省.国土技術政策総合研究所..危機管理技術研究センター.砂防研究室..研究官 4
76  佐藤 匠  国土交通省.国土技術政策総合研究所..危機管理技術研究センター.砂防研究室..部外研究員 2
77  丹羽 諭  国土交通省.国土技術政策総合研究所..危機管理技術研究センター.砂防研究室..部外研究員 1
78  秦 雅之  国土交通省.国土技術政策総合研究所..危機管理技術研究センター.砂防研究室..部外研究員 4
79  森田 直志  国土交通省.国土技術政策総合研究所..危機管理技術研究センター.砂防研究室..部外研究員 2
80  小山内 信智  独立行政法人土木研究所.つくば中央研究所..土砂管理研究グループ.グループ長 0
81  石塚 忠範  独立行政法人土木研究所.つくば中央研究所..土砂管理研究グループ.火山・土石流チーム..上席研究員 0
82  山越 隆雄  独立行政法人土木研究所.つくば中央研究所..土砂管理研究グループ.火山・土石流チーム..主任研究員 3
83  森田 耕司  独立行政法人土木研究所.つくば中央研究所..土砂管理研究グループ.火山・土石流チーム..主任研究員 3
84  武澤 永純  独立行政法人土木研究所.つくば中央研究所..土砂管理研究グループ.火山・土石流チーム..研究員 2
85  清水 武志  独立行政法人土木研究所.つくば中央研究所..土砂管理研究グループ.火山・土石流チーム..研究員 3
86  木佐 洋志  独立行政法人土木研究所.つくば中央研究所..土砂管理研究グループ.火山・土石流チーム..交流研究員 3
87  梶 昭仁  独立行政法人土木研究所.つくば中央研究所..土砂管理研究グループ.火山・土石流チーム..交流研究員 3
88  秋山 怜子  独立行政法人土木研究所.つくば中央研究所..土砂管理研究グループ.火山・土石流チーム..交流研究員 1

平成24年度　国土交通省・内閣府等参加者名簿
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参加者数：１０５名
№ 氏名 所属・役職 分科会
89  一色 弘充  独立行政法人土木研究所.つくば中央研究所..土砂管理研究グループ.火山・土石流チーム..交流研究員 3
90  磯貝 尚弘  独立行政法人土木研究所.つくば中央研究所..土砂管理研究グループ.火山・土石流チーム..交流研究員 2
91  能和 幸範  独立行政法人土木研究所.つくば中央研究所..土砂管理研究グループ.火山・土石流チーム..交流研究員 2
92  松澤 真  独立行政法人土木研究所.つくば中央研究所..土砂管理研究グループ.火山・土石流チーム..交流研究員 4
93  吉永 子規  独立行政法人土木研究所.つくば中央研究所..土砂管理研究グループ.火山・土石流チーム..交流研究員 3
94  武士 俊也  独立行政法人土木研究所.つくば中央研究所..土砂管理研究グループ.地すべりチーム..上席研究員 0
95  千田 容嗣  独立行政法人土木研究所.つくば中央研究所..土砂管理研究グループ.地すべりチーム..総括主任研究員 0
96  三輪 賢志  独立行政法人土木研究所.つくば中央研究所..土砂管理研究グループ.地すべりチーム..主任研究員 2
97  杉本 宏之  独立行政法人土木研究所.つくば中央研究所..土砂管理研究グループ.地すべりチーム..主任研究員 4
98  阿部 大志  独立行政法人土木研究所.つくば中央研究所..土砂管理研究グループ.地すべりチーム..研究員 2
99  坂野 弘太郎  独立行政法人土木研究所.つくば中央研究所..土砂管理研究グループ.地すべりチーム..交流研究員 4
100  樽角 晃  独立行政法人土木研究所.つくば中央研究所..土砂管理研究グループ.地すべりチーム..交流研究員 2
101  中野 英樹  独立行政法人土木研究所.つくば中央研究所..土砂管理研究グループ.地すべりチーム..交流研究員 4
102  野田 稔久  独立行政法人土木研究所.つくば中央研究所..土砂管理研究グループ.地すべりチーム..交流研究員 3
103  野呂 智之  独立行政法人土木研究所.つくば中央研究所.土砂管理研究グループ.雪崩･地すべり研究センター...上席研究員 0
104  丸山 清輝  独立行政法人土木研究所.つくば中央研究所.土砂管理研究グループ.雪崩･地すべり研究センター...総括主任研究員 4
105  畠田 和弘  独立行政法人土木研究所.つくば中央研究所.土砂管理研究グループ.雪崩･地すべり研究センター...交流研究員 4
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参加者数：２９名
№ 氏名 所属・役職 分科会
1  中澤 由典  北海道...建設部.砂防災害課.砂防・海岸グループ.主任 1
2  新明 淳  福島県...土木部.砂防課..主査 3
3  有坂 啓介  群馬県....砂防課.. 4
4  田中 大輔  埼玉県...県土整備部.河川砂防課.荒川上流域・砂防担当.主査 4
5  能條 暁  神奈川県...県土整備局河川下水道部.砂防海岸課.砂防グループ.主査 1
6  内山 智文  新潟県...土木部.砂防課.企画調査係.主任 4
7  戸田 雅之  富山県...土木部.砂防課.砂防係.副係長 4
8  櫻井　祐輝  福井県...土木部.砂防防災課.砂防・海岸計画グループ.主査 4
9  竹本 慎一  山梨県...県土整備部.砂防課..課長補佐 4
10  村田 郁央  長野県...建設部.砂防課.調査管理係.技師 4
11  夏目 和紀  愛知県...建設部.砂防課.企画・防災グループ.主査 4
12  吉田 昌之  三重県....県土整備部河川・砂防課.　.主査 4
13  井上 洋之  大阪府...都市整備部河川室.ダム砂防課.砂防グループ. 4
14  菰渕 延  兵庫県...県土整備部.砂防課.防災係.職員 2
15  植田 芳弘  奈良県...土木部.深層崩壊対策室.災害防止係.係長 2
16  山本 桂寿  奈良県...土木部.深層崩壊対策室.災害防止係.主任技師 4
17  児玉 祥吾  和歌山県...県土整備部.砂防課.計画管理班.主査 3
18  牛島 誠二  和歌山県...県土整備部.砂防課.計画管理班.主査 4
19  市田 拓也  鳥取県....治山砂防課..土木技師 1
20  小石 尚寿  島根県...土木部.砂防課.砂防保全G.主任 1
21  清原 　真吾  広島県...土木局.砂防課.急傾斜整備.主任 4
22  大前 和寛  香川県...土木部.河川砂防課.砂防・防災グループ. 1
23  大野 浩和  愛媛県...土木部河川港湾局.砂防課.傾斜地保全係.主任 4
24  入江 正史  福岡県...福岡県県土整備部.砂防課.砂防係.技術主査 4
25  藤田 孝道  佐賀県...県土づくり本部.河川砂防課..主査 4
26  岩永 正幸  長崎県...土木部.砂防課.砂防班.主任技師 4
27  平澤 良輔  長崎県...土木部.砂防課.傾斜地保全班.技師 3
28  水本 和弘  宮崎県...県土整備部.砂防課.保全担当.主査 1
29  末永 浩二  鹿児島県...土木部.砂防課..技術主査 1

平成24年度　都道府県　参加者名簿
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Ⅰ．４ 講話・講演の記録 
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「砂防計画課長講話」 
 

国土交通省砂防部砂防計画課長 
大野 宏之 
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砂防行政における最近の動向 

国土交通省砂防部砂防計画課長 

    大 野 宏 之 

１．土砂災害の発生状況 

過去１０年間ではすべての都道府県で土砂災害が発生 

（平成１４年～平成２３年までの合計値） 

■近年の土砂災害発生件数 ■県別土砂災害発生件数 

539 

897 

2537 

814 

1441 

966 

695 

1058 
1128 

1422 

1150 

死者1名 
人家半壊1戸 

                    あさくらし    はき   いけだ 

福岡県朝倉市杷木池田 

 

土石流等 ： 230件 
地すべり  ： 64件 

がけ崩れ ： 430件 

（９月２０日時点） 

【被害状況】 
人的被害：死   者  23名 
     行方不明者   1名 
     負 傷 者  13名 
人家被害：全   壊  97戸 
     半   壊  72戸 
     一 部 損 壊 136戸 

                      じょうえつし    いたくら   こくがわ 

新潟県上越市板倉区国川 

地すべり発生 地すべり発生 

人家全壊11戸 

3/7 

土砂災害発生件数 

７２４件 

土石流発生 

4/10 

7/12 

              きもつきぐんきもつきちょうきたかた 

鹿児島県肝属郡肝付町北方  

            あそし   さかなし    

熊本県阿蘇市坂梨 

          もがみ  おおくらむらひじおり 

山形県最上郡大蔵村肘折 

0 400km

10.0
 5.0
 0.5

 

50件～ 
20件～ 
 1件～ 
 0 

凡例 

発生件数 

死者6名 

6/27 土石流発生 

がけ崩れ発生 7/3 

8/14 土石流発生 

                      おおつし   いしやま そとはたちょう 

滋賀県大津市石山外畑町 

負傷者2名 

平成24年 全国の土砂災害発生件数 

地すべり発生 8/2 

              いずも し さだちょう おおろ 

島根県出雲市佐田町大呂 

●山岳国 

●火山国 

●地震常襲国 

●軟弱地盤国 

●多雨国 

●多雪国 

険しい地形 

脆弱な地盤 

厳しい気象 

日本で土砂災害が多い理由（素因） 

4 

災害の原因 

土砂災害の原因について 

①台風等による集中豪雨 

②火山活動 

③地震 

土石流（流木災害を含む） 

地すべり 

がけ崩れ 

溶岩流 

火砕流 

火山泥流 

山体崩壊 

山腹崩壊等 

天然ダムの決壊 

地震後の豪雨災害 

山体崩壊 

霧島山（新燃岳）の噴火 

 （平成２３年１月） 

東北地方太平洋沖地震に伴う崩壊（福
島県白河市：平成２３年３月） 

資料：砂防部とりまとめ 

平成２３年台風第１２号による崩壊 

（和歌山県田辺市熊野 

           ：平成２３年９月） 
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２．砂防のあゆみ ①昭和期までの砂防の変遷 

公文書による日本の砂防の始まり 

太政官符 

「大河川の水源は植物が鬱蒼と茂っているところに
あり、小河川は禿げた丘陵から流れている。このよ
うに流量の多少は山によっていることが知られてい
る。山は雲と雨を生み、川は多くの土地を潤す。もし
も山の樹木が伐採され草木が尽きれば、川には水
がなくなって枯れてしまう。このような理由から田を
潤す川のそばの山林藪澤は公私を問わずすべて
禁制を加えるようお願いする」 

弘仁12（821）年4月21日 
『類聚三大格』巻十九 

砂防のソフト対策（行為制限）について記載 

・山林の伐採を禁止したいという大和国の要望を許可
したもの 
・道路沿いの樹木の禁伐を許可したもの 

【大和国の要望理由】 

【概要】 

山川の掟 

 １．近年、山の草木を根まで掘り起こすため、風雨のとき、川筋へ土砂が
流れ、水の流れが停滞する。 

   従って今後、草木の根まで掘り起こすことをやめること。 
 ２．川上の左右の山の木立がなくなっているので、苗木を植え付け、土砂

が流出しないようにすること。 
 ３．川筋、河原等に新しく田畑を作ったり、竹・ヨシ・アシを仕立てたり、突き

出しを作って川の断面を狭めることはしないこと。 
 
  付 山中での焼畑はしないこと。 

○寛文６年（１６６６年） 諸国山川の掟 

砂防法制定の経緯（明治30年制定） 

■提案理由説明（明治30年3月15日） 中村元雄内務次官による 

■砂防法の制定過程 

提出年月日 明治30年3月10日 

採決年月日 
（衆議院本会議） 

明治30年3月22日 

公布年月日 明治30年3月30日 

法案提出から公布までわずか20日 

・薪炭用材の需要の増加、開墾、土木事業により、山地が非常に荒廃した状態になっており、そこから
土砂が流出して河床が上昇し洪水被害が発生している。そのため、行為の制限を施し将来の荒廃を防止
するとともに、既に荒廃の進んでいる箇所については、施設整備により状態の改善を図る。 

砂防法（明治30年制定）(1897 年) 

【明治30年制定時】 

第一章 総則  

【砂防設備・砂防工事の定義】 
第一条  此ノ法律ニ於テ砂防設備ト称スルハ主務大臣ノ指定シタル土地ニ於テ治水上砂
防ノ為施設スルモノヲ謂ヒ砂防工事ト称スルハ砂防設備ノ為ニ施行スル作業ヲ謂フ  
【指定土地】 

第二条  砂防設備ヲ要スル土地又ハ此ノ法律ニ依リ治水上砂防ノ為一定ノ行為ヲ禁止若
クハ制限スヘキ土地ハ主務大臣之ヲ指定ス 

【現在】 

第一章 総則  

【砂防設備・砂防工事の定義】 
第一条  此ノ法律ニ於テ砂防設備ト称スルハ主務大臣国土交通大臣ノ指定シタル土地ニ

於テ治水上砂防ノ為施設スルモノヲ謂ヒ砂防工事ト称スルハ砂防設備ノ為ニ施行スル作
業ヲ謂フ  
【指定土地】 

第二条  砂防設備ヲ要スル土地又ハ此ノ法律ニ依リ治水上砂防ノ為一定ノ行為ヲ禁止若
クハ制限スヘキ土地ハ主務大臣国土交通大臣之ヲ指定ス 
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地すべり等防止法（昭和32年） 

■地すべり等防止法経緯 
  ・昭和32年の西九州地方における豪雨。 
   →治水に関係しない都市部等での地すべりによる大規模な被害発生。 

■提案理由説明（昭和32年） 根本国務大臣による 

 地すべり防止工事をより効果的に行うため、各種の地すべり防止工事に関する計画と実施を統一
して、事業執行の能率化、適正化を期するとともに、地すべり防止に有害な行為の規制や住宅の移
転等についても有効適切な対策を講ずる等、地すべり防止の抜本的対策を講じる必要がある。 

都市部で発生した土砂災害 

昭和42年7月豪雨（広島県呉市） 

被害状況：日雨量212.9mm、最大時間雨量74.7mm

の豪雨が襲い、山崩れ、がけ崩れ、河川の
氾濫により死者88名をもたらした。 

昭和42年7月豪雨（兵庫県神戸市）  

被害状況：日雨量319.4mm,最大75.8mmの

豪雨により、各地で山崩れが生じた
ほか、河川の氾濫による浸水や土砂
の堆積などによる被害が発生。 

      死者・行方不明者93名をもたらした。 

昭和42年7月豪雨（広島県呉市）  

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年） 

■急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の経緯 
  ・昭和42年の集中豪雨 
   →兵庫、広島、長崎、佐賀、新潟等の各地において急傾斜地の崩壊発生。 

■提案理由説明（昭和44年4月23日） 坪川国務大臣による 

 有害な行為の規制の強化、急傾斜地の崩壊における崩壊防止工事の施行等により積極的に急傾
斜地の崩壊の防止をはかる一方、急傾斜地の崩壊による被害を軽減するための警戒避難体制の整
備、住宅移転に対する融資等所要の措置を講じ、急傾斜地の崩壊による災害の防止のための総合
的な対策を確立する必要がある。 

足和田村土砂災害（昭和41年） 

被災前の足和田村根場地区 

被災状況 

http://blog.livedoor.jp/spc_mapping/archives/ca
t_29797.html 

足和田村災害における慰霊碑 

山津波等に対する警戒体制の確立について 

足和田村の土石流災害を契機に、ソフト対策の通知を実施 

山津波等に対する警戒体制の確立について 
昭和41年10月15日 建河発第414号 

各都道府県知事あて 河川局長 

近時、台風、梅雨前線豪雨等により各所に山津波等が発生し、このため貴
重な人命が多数失われている現状にかんがみ、災害に際し緊急に避難の
措置を講じ、人命の安全をはかることは目下の急務と考えられるので、左
記により警戒体制の確立をはかられたい。 

１（１） 地形上、地質上、山津波等が発生するおそれのある箇所について、可及的す
みやかに調査を行ない、当該箇所について附近住民に十分周知徹底をはかること。 

（以下略） 

山津波等に対する警戒体制の確立について 
昭和41年10月15日 建河発第414号 

各都道府知事あて  
            建設省河川局長 

 近時、台風、梅雨前線豪雨等により各所に山津波等が発生し、このため貴重な人命が多数失われ
ている現状にかんがみ、災害に際し緊急に避難の措置を講じ、人命の安全をはかることは目下の急
務と考えられるので、左記により警戒体制の確立をはかられたい。 

 記 

１ （１） 地形上、地質上、山津波等が発生するおそれのある箇所について、可及的すみやかに調査を
行い、当該箇所について付近住民に周知徹底すること。 

  （２） 山津波等の発生は、そのほとんどが異常豪雨によるものであるので、危険地帯の降雨状況をす
みやかに把握する措置を講じ、事前に危険の切迫を察しうるようにすること。 

  （３） 危険箇所については、あらかじめ防災計画等において当該箇所に係る集落ごとに、観測、警報
伝達、避難場所等を定め、緊急時に際し適切な避難措置がとられるようにすること。  

・・・ 

以下省略 

②平成の砂防へ 
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○大規模土砂災害への対応 

魚沼市 
（旧堀之内町） 

寺野地先河道閉塞箇所 寺野地先河道閉塞箇所 

山古志村 

監視 カメラ設置 
10/30 ：国土交通省 

南平地先河道閉塞箇所 南平地先河道閉塞箇所 

楢木地先河道閉塞箇所 楢木地先河道閉塞箇所 

東竹沢地先河道閉塞箇所 東竹沢地先河道閉塞箇所 

十二平地先河道閉塞箇所 十二平地先河道閉塞箇所 

水位計 設置 
1 １ / ８：国土交通省 

ワイヤーセンサー 設置 
1 １ / ８：国土交通省 

ワイヤーセンサー 設置 
新潟県 

水位計 設置 
新潟県 

監視 カメラ ２台 設置 
10/30 、 11/5 ：国土交通省 

ワイヤーセンサー 設置 
10/29 ：新潟県 

警報器設置 
新潟県 

遊砂地の設置 
10/31 ：新潟県 

監視 カメラ設置 
11/13 ：国土交通省 

堤防嵩上げ 
10/31 ：新潟県 

竜 光 地 区 竜 光 地 区 

魚沼市 
（旧堀之内町） 

寺野地先 

山古志村 

監視 カメラ設置 
10/30 ：国土交通省 

南平地先 

楢木地先 

東竹沢地先 

十二平地先 

水位計 設置 
1 １ / ８：国土交通省 

ワイヤーセンサー 設置 
1 １ / ８：国土交通省 

ワイヤーセンサー 設置 
新潟県 

水位計 設置 
新潟県 

監視 カメラ ２台 設置 
10/30 、 11/5 ：国土交通省 

ワイヤーセンサー 設置 
10/29 ：新潟県 

警報器設置 
新潟県 

遊砂地の設置 
10/31 ：新潟県 

監視 カメラ設置 
11/13 ：国土交通省 

堤防嵩上げ 
10/31 ：新潟県 

竜 光 地 区 竜 光 地 区 

新潟県中越地震における警戒避難対策（芋川） 

映像通信装置（Ku-SAT) 

 監視カメラの映像は、衛生通
信装置により通信衛星を通じて、
配信。 

監視システムイメージ図 

竜光地区避難の状況 

  ・地震発生 2004年10月23日 

  ・芋川天然ダム形成を確認 2004年10月24日 

 

 ○避難勧告発令 2004年10月30日 １０１世帯４３９人 

 ○避難勧告解除 2004年11月9日 

 ○避難訓練の実施 2004年11月28日 

竜光地区避難状況 

新潟県中越地震における警戒避難対策（芋川） 

写真⑤ 仮排水路工（開水路）施工状況 

     （国土交通省） 

写真① 台船による重機の運搬状況(11/14） 
（国土交通省） 

写真② ポンプ排水吐口部の侵食状況 
      （11/17） 

写真④ ポンプ排水吐口部の付け替え完了 

写真③ 付け替え作業状況 
（国土交通省 直轄事務所） 

侵食の進行により天然ダム決壊のおそれ 

新潟県中越地震における天然ダム対策（芋川・東竹沢地区） 

新潟県中越地震における天然ダム対策（芋川・東竹沢地区） 平成20年岩手・宮城内陸地震における土砂災害の対応 

16日～ 19日～ 17日～ 

   

地震直後 応急対策後 

浅布地区（宮城県栗原市） 

対応状況 

河道閉塞(天然ダム)への応急対策 

仮排水路施工 

【発災当日】 
・先遣隊によるヘリ調査 
→天然ダムを確認 

 
・緊急点検の実施 
→約2,800箇所を実施し、点検結  果を
岩手県、宮城県へ報告 

 
・24時間施工の実施 

【発災後３日】 
・応急対策工事着手 
 （直轄砂防災害関連緊急事業） 

【発災後７日】 
・仮排水路通水 

21日～ 14日～ 

１．地震の規模 
      最大震度６強 
  （岩手県奥州市、宮城県栗原市）【Ｍ７．２】 

２．被害の状況 
     土砂災害による 
    死者・行方不明者数     １８名 

３．土砂災害等 
       土砂災害           ４８件 
      河道閉塞（天然ダム） １５箇所 

【震度分布図】 －気象庁HPより－ 

震度６強   

震度６弱   

震度５強   

震度５弱   

震度４  

震度３  

震度２  

震度１  

凡 例   

地震発生  平成２０年 ６月１４日 ８時４３分（Ｍ７．２） 

岩手県・宮城県内において１５箇所の河道閉塞（天然ダム）が発生 
うち９箇所において直轄砂防災害関連緊急事業を実施 

◆平成２０年岩手・宮城内陸地震における土砂災害の対応  

①岩手・宮城内陸地震（H20）、新潟県中越地震(H16)の際、 

  多数の天然ダム（河道閉塞）が形成が形成され、 

  県など地元自治体からの要請を受け、国が支援を実施。 

②天然ダム、火山噴火に伴う土石流、地滑りによる 

  大規模な土砂災害が急迫している場合、 

・ひとたび発生すると広範囲に多大な被害が及ぶおそれ 

・時々刻々と状況が変化し、リスクの把握に技術力が必要 

背 景 

 大規模な土砂災害が急迫している場合について 

 ①住民に避難指示をする権限は市町村にあるが、 
    技術力が不足し、避難指示の判断の根拠となる情報を 

    自ら入手することが困難。 
    このため、国又は都道府県による技術的支援が必要。 

 ②国と都道府県の役割や関与が不明確。 

課 題 

今回の追加事項 

 

 

 
 
 

大規模な土砂災害が急迫〔天然ダム、火山噴火に伴う土石流、地滑り等〕 

天然ダムや火山噴火に伴う土石流、天然ダムの湛水（高度な技術を要する土砂災害）については国、 
地滑りについては都道府県が緊急調査を実施 

緊急調査に基づき被害の想定される区域・時期の情報（土砂災害緊急情報）を市町村へ通知・一般へ周知 

概 要 

   ①大規模な土砂災害が急迫している状況において、 

       市町村が適切に住民の避難指示の判断等を行えるよう 

       国又は都道府県が被害の想定される区域・時期の情報を提供 

   ②高度な技術を要する土砂災害については国、 

      その他の土砂災害については都道府県の役割や関与を法律上明確化 

法改正の目的 

岩手・宮城内陸地震による天然ダム 当初想定された磐井川下流域の避難対象エリア 
（天然ダム（河道閉塞）から概ね20Km） 

市町村長が住民への避難を指示（災害対策基本法第６０条）等 

土砂災害から国民の生命・身体を保護 

 土砂災害防止法の改正(平成23年5月施行） 

 

土砂災害発生件数 

208件 
土石流等 ： 94件 
地すべり ： 32件 
がけ崩れ ： 82件 

（12月31日時点） 

平成23年台風12号による土砂災害発生件数 

0 400km

2
1

 

10～ 
 1～ 
 0 

凡例 
発生件数 

土石流発生 

       よしの   くろたき   あかたき 

奈良県吉野郡黒滝村赤滝 

９月３日発生 

人家全壊1戸 

がけ崩れ発生 

                           たなべし    ふどの   

和歌山県田辺市伏菟野 

９月４日発生 

人家全壊3戸 
死者1名、行方不明5名 

がけ崩れ発生 ９月３日発生 

人家全壊2戸 
死者1名、行方不明7名、負傷者3名 

                        よしのぐん  とつかわむら    のじり   

奈良県吉野郡十津川村野尻 

がけ崩れ発生 ９月３日発生 

人家全壊1戸 
死者1名 

                        よしのぐん  とつかわむら     かみゆかわ   

奈良県吉野郡十津川村上湯川 

がけ崩れ発生 ９月３日発生 

人家全壊1戸 
死者1名 

                        よしのぐん  とつかわむら     かみゆかわ   

奈良県吉野郡十津川村上湯川 

【一般被害の状況】 
  死者78名、行方不明者16名 
     ※平成23年12月15日18時現在 消防庁情報 

【うち、土砂災害による被害の状況】 
   死者49名、行方不明者13名 
   人家全壊99戸、半壊46戸、一部損壊45戸 
     ※平成24年3月2日現在 国土交通省調べ 

がけ崩れ発生 

             みよし   いけだ  

徳島県三好市池田町 

９月３日発生 

人家全壊2戸 
一部損壊1戸 

             よしの   かわかみ  さこ 

奈良県吉野郡川上村迫 

             つ   みすぎ   いしなはら  

三重県津市美杉町石名原 

人家全壊1戸 
一部損壊4戸 

             よしの    とつかわ   ながとの 

奈良県吉野郡十津川村長殿 

                たなべ      いや 

和歌山県田辺市熊野 

土石流発生 

土石流発生 

９月４日発生 

土石流発生 

９月３日発生 

土石流発生 ９月４日発生 

死者2名 
行方不明1名 
人家全壊1戸 

死者2名 
行方不明1名 

９月４日発生 

                たなべ      ふどの 

和歌山県田辺市伏菟野 

死者5名 
人家全壊5戸 

９月４日発生 

土石流発生 

                ひがしむろ      なちかつうら    なち 

和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智川支川 

死者21名 
行方不明1名 
人家全壊15戸 

９月４日発生 

土石流発生 

             ごじょう   おおとう     うい    しみず 

奈良県五條市大塔町宇井・清水 

死者7名 
行方不明4名 
人家全壊14戸 

９月４日発生 

地すべり発生 
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inistry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 

がけ崩れ 

 やまとそん  やまとはま 

大和村大和浜 

殿山ダム 
（関電） 

合計：１７箇所 

高さ：約80m 
満水時湛水容量：約230万m3 

高さ：約100m 
満水時湛水容量：約750万m3 

高さ：約60m 
満水時湛水容量：約60万m3 

高さ：約80m 
満水時湛水容量：約270万m3 

 

⑩奈良県野迫川村桧股 

 

⑬和歌山県みなべ町東神野川 

 

④奈良県五條市大塔町宇井 

 

⑫和歌山県田辺市熊野 
 

⑤奈良県十津川村長殿 

 

①②③奈良県天川村坪内 

 

⑥奈良県五條市大塔町赤谷 
 

⑦奈良県十津川村栗平 

九尾ダム 
（関電） 

猿谷ダム 
（国交省） 

風屋ダム 
（電発） 

 

⑧奈良県十津川村野尻 

 

⑰奈良県十津川村杉清 

 

⑱奈良県上北山村白川 

 

⑮和歌山県田辺市本宮町三越 

 

⑯和歌山県田辺市中辺路町真砂 

つぼのうち 

しらかわ 

くりだいら 

のじり 

ながとの 

みこし 

い や 

まなご 

すぎせ 

ひがしこうのがわ 

あかだに  

う い   

ひのきまた  

閉塞後決壊 

緊急調査対象 

 

⑭奈良県野迫川村北股 

一部閉塞 

緊急調査対象 

一部閉塞 

閉塞、越流中 

一部閉塞 

緊急調査対象 

一部閉塞 

緊急調査対象 

一部閉塞 

緊急調査対象 

閉塞、越流中 

一部閉塞 

※⑨は調査の結果、河道閉塞でない 
 ことが判明したため、欠番 

高さ：約25m 
満水時湛水容量：約4万m3 

きたまた  

二津野ダム 
（電発） 

 

⑪奈良県黒滝村赤滝 
あかたき 

閉塞未湛水 

 台風12号による河道閉塞発生箇所 （三重県、奈良県、和歌山県） 

崩壊地 

湛水域 

天然ダム本体 

河道閉塞の諸元 
高さ：約80m 
満水時湛水容量：約230万m3 

 奈良県五條市大塔町赤谷地区の河道閉塞 

台風12号河道閉塞に対する緊急調査等の実施 

９月 ６日 奈良県熊野川（十津川）流域(３箇所)・和歌山県日置川流域(１箇所)において、緊急調査に着手 
９月 ８日 土石流等による被害が想定される土地の区域、及び避難のための参考となる重大な土砂災害が想定される時期に関する土砂

災害緊急情報を、関係県・市町村に通知し、警戒避難対応を支援。 
９月１２日 ９月６日に緊急調査を実施した４箇所において、最新の測量情報を用いて精度向上をはかり、再度、土砂災害緊急情報を通

知。(ヘリコプターからのレーザー距離計 → 航空写真撮影【国土地理院】) 
９月１３日 調査により、奈良県熊野川（十津川）流域において、緊急調査の要件に該当する箇所が、新たに１箇所確認されたため、緊

急調査を実施  
９月１５日 奈良県熊野川(十津川)流域において新たに確認された河道閉塞箇所について、土砂災害緊急情報を通知。 

緊急調査等の実施状況 

河道閉塞の発生 

河道閉塞の高さ等形状の計測 

河道閉塞の湛水位の常時観測 土砂災害緊急情報の通知 

河道閉塞箇所下流の監視 

衛星通信車の監視カメラによる観測 

投下型水位観測ブイの設置 
土石流等による被害が想定され
る土地の区域 

重大な土砂災害が想定される時期 

河道閉塞の確認場所
重大な土砂災害が

想定される時期

奈良県五條市大塔町赤谷
夕立程度の降雨量が
あったとき

（参考）

避難について
河道閉塞高さまで満

水になるまでの推定累
積雨量

避難が必要であると考えられ
ます。

約30mm

五條市大塔町赤谷箇所【1/4】 

上空からのレーザー測距計による計測 

奈良県五條市大塔町赤谷箇所 

五條市大塔町赤谷箇所 

凡 例

土石流による被害が想定される
土地の区域

湛水による被害が想定される
区域

各図面の配置

氾濫想定区域は、下図の通り、複数図面に分割
して表示している。

１／４

２／４

３／４

４／４

※平成23年9月12日現在 

⑥ 分解型油圧ショベル ⑤ 組み立て状況 

②分割運搬 ① １３個のパーツに分割 

H 

■ 陸路による運搬路がないため、空輸による   
  迅速な重機等の運搬が不可欠 

■ 重機を空輸可能な大きさに分解して運搬し、  
  現場にて組み立て 

■ 重機を使うことで、作業効率を大幅に改善 

■  危険な現場においては無人化施行が可能 

  現在：0.1m3級油圧ショベル   2台 

  計画：1.0m3級油圧ショベル※ 2台    

      0.45m3級油圧ショベル     4台     

                     0.45m3級油圧ショベル  12台      

荷降し 

④ 荷下ろし 

※1.0m3級油圧ショベル  中部地方整備局所有 

 ■分解型油圧ショベルでは国内最大級（1.0m3級） 
 ■今回初めて災害現場で活用 

空輸 

長殿地区 

栗平地区 

現場 

場外離着陸場 
（上野地） 

ヘリポート 

収納時・輸送時 

③ 組立用クローラクレーン 
（カニクレーン） 

長殿・栗平における分解型重機の活用 

赤谷 緊急対策工事計画平面図 

防護土堤 仮排水路 

右岸泥土対策 

右岸法面対策 

進入路 

仮排水路土止め工 

全体図 ※青塗は完了工種 

赤谷地区における緊急工事（平成23年9月16日着手） 

防護土堤（H23/12/9完了） 

整備状況(H24/4/13) 

仮排水路設置工（H23/10/5～） 

右岸法面対策（H24/4/13完了） 

整備状況(H23/12/9) 

整備状況(H24/4/13) 作業状況(H24/4/6) 

油圧ショベル 
モルタル吹付け 

防護土堤 

落差工 

護岸工 

仮排水路 送信機（無線操作） 

・施工内容 防護土堤の施工 堤長：200m 
・施工期間 11/17～11/18、 11/28～12/2（ or 12/3 ） 
・使用機械  油圧ショベル（1.6㎥級） 1台 
           クローラダンプ（10t積）1台  

 崩壊斜面からの土砂の崩落・転石等による二次災害の防止のために設置する防護土堤の施工に当たり、作業の安全確保に
万全を期するため、建設機械を無線で遠隔操作し無人での作業を行う「無人化施工」を実施しています。 

・施工内容 防護土堤の施工 堤長：75m 
・施工期間 11/16～11/18 
・使用機械  油圧ショベル※（分解型・1.0㎥級）1台 
 ※ 国内最大級の分解型ショベル（中部地方整備局 
  所有）を災害現場に日本で初めて実践投入  

危険な斜面での施工で活
躍する油圧ショベル 

送信機（無線操作） 

モニター 電源（発動発電機） 

制御用 
アンテナ 

カメラ用 
アンテナ 

搬路がないためヘリで空輸し組立 

工事用道路 

油圧ショベル 

クローラダンプ 

オペレータ 

赤谷 

無人化施工箇所 

無人化施工箇所 

長殿 

赤谷・長殿における無人化施工 
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３．これからの砂防 

衆議院附帯決議（平成22年11月5日） 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案に
対する附帯決議 
 

一 土砂災害防止対策基本指針を定めるに当たっては、適時・的確な避難による土砂災害の被害の
大幅な軽減を実現すべく、地方公共団体の防災計画への適切な反映、土砂災害緊急情報の通知及
び周知の徹底が図られるよう、十分配慮すること。 
 

二 緊急調査については、実効性あるものとなるよう、技術の向上、実施体制の充実強化等に努め
ること。また、都道府県知事が実施する緊急調査について、人材育成等必要な支援措置を積極的に
講じること。 
 

三 土砂災害緊急情報の一般への周知が市町村長による避難指示等の発令前に行われることが
想定されることにかんがみ、土砂災害緊急情報の運用に当たっては、地域住民の対応等に混乱が
生じることのないよう、その周知方法及び内容等について特段の配慮を行うこと。 
 

四 過疎化や高齢化等の進行により地域の防災力が低下していることにかんがみ、学校教育におけ
る防災知識の普及や地域住民への各種情報の提供及び周知の徹底が図られるよう、地方公共団
体と連携して取り組むこと。 
 

五 大規模地震、大規模水害等、土砂災害以外の重大な自然災害についても、深刻な被害が予想
されていることにかんがみ、国や地方公共団体による計画的な対策の推進を図っていくこと。 

「3つの視点」から目指す「3つの柱」 

■基本理念 

３つの視点 ３つの柱 

国土全体を保全し 
豊かにする視点 

国土保全 

地域を守り育む視点 地域防災力向上 

国際貢献の視点 
砂防技術の海外への

展開 

①国土保全 

経済基盤としての国土を保全する土砂災害対策 

地すべりブロック 

地下水排除工や、滑動力に 
抵抗する杭工を整備 

 ＪＲ東海道本線 
約170本/日(H21) 

【JR興津駅～JR由比駅】 

 国道１号 
約67,000台/日(H17) 
【清水区興津東町】 

東名高速道 
約65,000台/日(H17) 
【清水IC～富士IC】 

由比地区地すべり対策事業 
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深層崩壊とは 

 特徴 

 1) 斜面を構成する土塊は崩壊と同時にバラバラになって移動するか、 
あるいは原形を留めてすべり始めた後にバラバラになる。 

 2) 崩壊土塊（土砂）は高速で移動する。 
 3) 崩壊土塊（土砂）の大部分は崩壊範囲の外へ移動する場合が多い。 

 「深層崩壊」 

  山崩れ･崖崩れなどの斜面崩壊のうち、すべり面が表層崩壊 
 よりも深部で発生し、表土層だけでなく、深層の地盤まで崩壊 
 土塊となる比較的規模の大きな崩壊現象． 

宮崎県鰐塚山（2005年） 宮崎県耳川（2005年） 

深層崩壊に伴う移動土塊が、そのまま土石流となって流れ下る 
場合や天然ダムを形成する場合などがある。 

天然ダム 

（崩落土砂） 

深層崩壊 

土石流 

深層崩壊 
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深層崩壊調査（H22.8 深層崩壊推定頻度マップ公表） 

 明治期以降の深層崩壊事例を約１２０事例収集。 
 事例から、第四紀隆起量と地質との関係を整理分析、統一的な指標で深層崩壊の危険性

を検討し「深層崩壊推定頻度マップ」を作成し、公表（H22年8月）。 

第四紀隆起量、地質と深層崩壊発生密度の関係 

・第四紀隆起量が大きい区域ほど深層崩壊の発生 
密度は大きい。 
・第四系の区域では、それ以外の区域に比べて深層 
崩壊の発生密度が小さい。 
・付加体(※)の区域では、付加体以外の区域に比べて 
深層崩壊の発生密度が大きい。 

深層崩壊の発生事例の分析 

※プレートの沈み込みに伴い、陸側のプレートに付加された 
  海底堆積物等からなる地質体 

0.01

0.1

1

10

0-250m 250-
500m

500-
750m

750-
1000m

1000m-

第四紀隆起量（m）

発
生

頻
度

（
全

国
平

均
に

対
す

る
比

）

第四系
付加体
第三系中・古生代の付加体以外

深層崩壊調査（H24.9 深層崩壊渓流レベル評価マップ・跡地密度マップ公表） 

全国の中で「特に発生頻度が高い」と推定された 
地域を5kmメッシュ単位（約30km2）で、空中写真 
判読による深層崩壊発生跡地の１要素で評価 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5kmメッシュ内の深層崩壊発生跡地の数により、 
4段階評価。 
 
簡略な評価だが、全国レベルでの比較が可能 

深層崩壊渓流レベル評価マップ （今回公表） 

深層崩壊推定頻度マップ 
 （平成22年8月公表） 

 明治期以降の深層崩壊事例(約120事
例)から第四紀隆起量と地質の関係を
もとに発生頻度を推定したもの 

深層崩壊の 
発生実績 

地質や気候条件が概ね等しいと考えられる 
地域を対象に、1km2の渓流レベル単位で、 
深層崩壊発生実績、地質構造・微地形、 
地形量の３要素で評価 

区域内における相対的な危険度を渓流単位で評価 

評価区域を限定した 
より詳細な渓流レベル 
（約1km2）の評価 

「深層崩壊推定頻度マップ」で頻度
が「特に高い」区域を中心に渓流レベ
ルでの危険度評価を実施。 
区域内の相対的な危険度を示した
「渓流レベル評価マップ」と全国的な
発生傾向を示した「跡地密度マップ」
を公表(H24年9月） 

深層崩壊跡地密度マップ  
（今回公表） 

凡例

特に多い

少ない

多い

なし

<崩壊跡地>

深層崩壊188事例

深層崩壊実績による
広域的な5kmメッシュ
（約30km2）の評価 

●深層崩壊の推定頻度が特に高い地域を中心に大規模崩壊監視警戒システムを整備し、土砂災 
 害防止法に基づく緊急調査を速やかに実施できる体制を整備。 
●災害発生時には自治体の要請に基づいて、専門家の派遣などの支援を実施。 
●深層崩壊発生時の影響範囲の推定手法、砂防設備等の効果検証や必要な補強手法の調査研 
 究を推進。 
●周辺や下流の自治体とともに警戒避難対策を検討。 

国土交通省 

都道府県 

市町村 

住民 

関係者へ発生情報を共有 

大規模な土砂移動の特徴的振動を 
振動センサーが検知、送信 

→３点以上の振動センサーの振動到
達時間差から発生位置を推定 

大規模土砂移動検知システム 

深層崩壊に関する国土交通省の今後の対応 

深層崩壊発生 

大規模な土砂移動の振動を検知 警戒避難体制やハード対策の検討 

集落 

集落 

集落 

集落 避難場
所 

避難場
所 

避難場
所 

避難場
所 

より安全な 
避難場所は？ 

 深層崩壊調査結果から、 
 ・避難場所の設定の判断材料としての活用 
 ・砂防堰堤等の検証・整備の優先順位の判断材料として

活用 

優先すべき
対策は？ 

危険度高い 

危険度やや高い 

危険度やや低い 

危険度低い 

国土保全に資する国土の監視・観測 

国土の監視・観測イメージ 

GPSによる地すべりの 
移動量観測 

CCTV 

雨量計 

雨量計 

GPS 

地盤伸縮計等 

流砂量観測機器 

ワイヤーセンサー 
 震動センサー 

直轄事務所 

都道府県 

関係市町村 

水位計 

雨量計 

CCTV 

光ファイバーの回線を 
多重化したデータ通信 
網の整備 

衛星による 

データ取得 

CCTV 

流砂量観測に 
よる土砂動態の把握 

CCTVによる監視 

CCTV画像の都道府県や 
市町村との共有 

レーザー測量に 
よる源頭部の 
モニタリング 

国民 

センサーの設置に 
よる土石流の覚知 

大規模崩壊 

深層崩壊 

地すべり 

土石流等に 
よる土砂流出 

レーザー測量 

国土交通省による監視・観測イメージ 

地形変動 

解析イメージ 

+5.8cm 

-5.8cm 

0.0cm 

監視・観測データの公表 

未定稿 
砂防計画課計画係 

国土の変化に関する 

データの観測 

国土の変化の監視 

国土の変化の把握 

監視・観測の内容 

小渋川や天竜川で大規模な土砂災害や洪水が発生することを想定し、地域住民の防災意識の向上、また、
国土交通省、長野県、大鹿村の防災担当者の災害対応能力の向上や関係機関の連携強化を目的とした防災

訓練を実施。地域の住民の皆様はじめ防災関係者 約３，２６０名 が参加。 

 大規模土砂災害発生時の連携強化の取り組み 

天竜川（小渋川）合同防災訓練 平成23年7月24日（日）～25日（月） 

②地域防災力向上 
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資料：砂防部とりまとめによる 

土砂災害危険箇所を 

有する市町村は 

全国の大部分を占める！ 

〔メモ〕 
H24.4.1現在 
・全国の市町村数…1,742市町村 
H24.6.30現在 
・危険箇所がある市町村数
…1,606市町村 
・マップは平成２３年１１月３０日
現在の 
「manndara」で作成 
 

■      200箇所以上の土砂災害危険箇所のある市町村 
■ 100～199箇所以上の土砂災害危険箇所のある市町村 
■   1～ 99箇所  の土砂災害危険箇所のある市町村 
□          土砂災害危険箇所のない市町村 

全国の約９割の市町村が土砂災害の危険と隣り合わせ 

項目 全国 

うち、土砂災害 

危険箇所を 

有する市町村 

全国に 

占める 

割合 

市町村数 1,742 1,606 92％ 

面積（km2） 約37万8千 約37万4千 99％ 

人口（人） 約1億2,710万 約1億1530万 91％ 

整備率の推移 

 土砂災害危険箇所の整備率は３割に満たない。 
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土石流 概成箇所数 地すべり 概成箇所数 急傾斜 概成箇所数 全体整備率

（概成箇所数） （全体整備率）

過疎化の進行 

過疎地域の集落のうち、６１％が中山間地域。 

過疎地域の集落においては、過去７年間で１０％の人口が減少し、１９１集落が消滅。 

7,171,211 4,113,519

7,970,357平成１１年

平成１８年

地域区分別の集落数

20,118

17,901

18,836

4,920

496

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

山間地

中間地

平地

都市

不明

■ 過疎地域における集落数（Ｈ１８．４現在）                             ■ 過疎地域の集落における人口変動 

市町村合併等により、Ｈ１１年以降新たに過疎地域に組み込まれ
た地域人口 

（注） 
山間地：山間農業地域。林野率が８０％以上の集落 
中間地：中間農業地域。山間地と平地の中間にある集落。 
平   地：平地農業地域。林野率が５０％未満でかつ耕地率２０％以上の集落 
都   市：都市的地域。ＤＩＤ面積のある集落 

総数 62,271集落 

38,019 
（６１％） 

１０％減 

進む高齢化社会 

急速な高齢化社会を向かえている現在、高齢者は避難にも時間を要する等、災害弱者となる。

このような高齢化社会に対応した警戒・避難体制、共助体制の構築が必要。 

４０年前の 
65歳以上の割合 

７% 

現在の 
65歳以上の割合 

２３% 

４０年後の 
65歳以上の割合 

４２%※ 

国立社会保障・人口問題研究所データより 

1970年 2010年 2050年 

※出生低位・死亡低位の場合 

出生低位推計 

出生中位推計 

出生高位推計 

65歳以上 

市町村合併 

・市町村合併に伴い１市町村がカバーすべき地域

が拡大。 
・平成１４年度末から平成１８年度末にかけて、
市町村の平均面積は７７％増加。 
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松任市 

美川町 

鶴来町 

川内村 

鳥越村 

白峰村 

吉野谷村 

尾口村 

合併の事例 （白山市） 

市役所 

ハード・ソフト一体となった土砂災害対策 

【ソフト】 上流域：砂防指定地の指定（行為制限） 

【ソフト】 下流域：土砂法の指定（警戒避難体制の整備） 

【ハード】砂防設備の整備 ハード・ソフト一体となった対策を実施 

砂防指定地 土砂法指定（イエロー・レッド） 

砂防設備の整備 

事業計画 
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土砂災害ハザードマップの例 
【福井県 おおい町 久坂地区】 

土砂災害ハザードマップ整備の促進 

土砂災害ハザードマップ整備の促進 

自助 共助 

砂 防 

               公助 

里山砂防 

私利 

官 民 

公利 

近年の 

 砂防 

斜面対策（山腹保全工） 

集落周辺の渓流保全工 
 （地域の利用、環境に配慮） 

山腹保全工 

 社会環境の変化（過疎化、地域産業の衰退）によって、中山間地
の生活と一体となった流域管理が不十分。 

 集中豪雨の多発など、上流域からの土砂や流木の流出により、
下流部での土砂災害のおそれが増加。 

＜流木等による下流  
  での被害＞ 

＜上流域の荒廃＞ 

木材の活用 

渓流保全工 ＜地域住民等の参画＞ 

支障木の 
搬出 

工事用・管理用 
道路の活用 

里山砂防の推進 

＜課題と背景＞ 

＜施策の内容＞ 

＜流域の現状＞ 

里山砂防の理念 

里山砂防等住民参加の砂防 

参加者の意識に応じた
様々な参画型事業を展開 

 ■ 親子植樹体験教室 

   公募により地域住民が植樹等を実施 
 ■ ボランティアによる整備への参加 

    植樹、下草刈り等の維持管理を実施 

 ■ NPOや地域住民団体の活動 

  樹林の手入れ作業等を主体となって実施 

地域住民の声・意見の把握 

関心の醸成 

～イベント参加型～  

地域住民・NPO等との協働 

による整備 

～ボランティア活動型～  

合意書等の締結による 

地域市民等が主体の森づくり 

～主体的活動型～ 

興味・関心で参加 ボランタリーな活動 責任をもって独自に活動 

地域住民・NPOが主体的に
活動（場の提供） 

樹林整備以外にも様々
な活動の可能性 

遊歩道の整備 砂防公園などの軽微な作業 地域の語り部（防災教育） 

里山砂防の進め方～ 市民（ボランティア・NPO）との協働による事業の実施 ～ 

■概要 
 明治時代から地域で住民の選挙により選ばれた砂防対策の役員である
「砂防惣代」を組織し、地域の砂防設備等の維持管理及び地すべり等によ
る土地の変状にかかる監視・観測を実施 

 
■活動内容 

  ・施設の維持管理 

  ・工事要請 

  ・工事における地元調整 

 

■ 概要 
 県が市町村に委託し、市町村が「地すべり区域内またはその近隣に居
住する者」を非常勤職員 として雇用し、地すべりの巡視を委託し、施設
の管理を毎月実施 

 
■ 活動内容 （巡視内容） 
  ・地すべりなどの兆候の発見 
  ・地すべり防止施設の亀裂、損傷箇所の発見 
  ・地すべり等防止法で定める制限行為に対する違反者の 
   発見 
 

■ 活動実績 
 ・地すべり巡視員：238名 
 ・地すべり防止施設の変状や地すべりの兆候を257件を県に報告 
 

地元住民等による地すべり防止区域の巡視・点検 
（新潟県の事例） 

巡視員による巡視状況 

砂防惣代による施設管理及び地すべりの監視 
（長野県小川村） 

砂防惣代による施設の維持管理 

地すべりの早期発見・早期対策制度の整備 

砂防設備等の損傷・機能低下の早期の覚知及び迅速な対応を図るため、地域住民による見廻り
など地域と連携した施設管理体制の構築を推進 

県によるマニュアル作成 地域の地すべり観測センター 

砂防惣代は 

明治１８年に 

組織され、現在
も１２０年以上
にわたり継続 

昭和10年頃の砂防惣代 

交付金における効果促進事業の活用イメージ 
                       ～ハード・ソフト一体となった土砂災害対策～ 

○土砂災害ハザードマップの作成 

○「砂防」を活用した地域振興の支援 

○土砂災害防災訓練の実施 

○土砂災害履歴調査 ○土砂災害防止教育の支援 

発 行 元 ：平成１８年３月に土砂災害警戒区域等に指定されました！

【土砂災害に関するお問い合わせ】
　函館土木現業所今金出張所（Tel.01378-2-0309）

【緊急連絡先】
　○せたな町役場総務課（Tel.0137-84-5111)
　○せたな町役場大成総合支所総務課
　　（Tel.01398-4-5511）
　○函館土木現業所今金出張所（Tel.01378-2-0309）
　○避難場所：大成中学校（Tel.01398-4-5047）

せたな町役場　総務課

位 置 図（図の上位が北を示す）

作 成 年 月 ： 平成１９年１月せたな町大成区 大成上浦１地区　土砂災害ハザードマップ

 避難場所

 主要な避難経路

項　　　　目 記号

 土砂災害特別警戒区域

 土砂災害警戒区域

土砂災害警戒区域等に指定されると・・・・・

○黄色で囲まれた範囲（土砂災害警戒区域）は、「土砂災害が発生
した場合、住民の生命または身体に危害が生じるおそれのある区
域」です。
○赤色で囲まれた範囲（土砂災害特別警戒区域）は、「土砂災害が
発生した場合、建築物に損壊が生じ、住民の生命または身体に著
しい危害が生じるおそれのある区域」です。

※土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、大雨のときには警戒避
難が必要となりますので注意してください。
※また、土砂災害警戒区域以外の箇所でも土砂災害の発生する
可能性がありますので、自分の住んでいる家の周辺の斜面や渓
流、避難場所などをよく確認しましょう。

●避難の勧告等があった場合は、速やかにそ
の指示に従いましょう。
●近隣所の人たちに声を掛け合って集団で避
難しましょう。
●必ず徒歩で避難し、自動車は使わないよう
にしましょう。
●避難する前にガスの元栓は閉め、電気器具
のスイッチ、電気のブレーカーを切っておきま
しょう。
●ラジオ、テレビなどの災害情報をよく聞き、
あわてず落ち着いて行動しましょう。

次のような現象を察知した場合は、土砂災害が直後に起こる可能性があります。
直ちに周りの人と安全な場所へ避難するとともに、関係機関へ通報してください。

山鳴りがする 雨が降り続いて

いるのに川の水

位が下がる

川の流れが濁り

流水が混ざりは

じめる

小石がバラバラ

落ちてくる

地面にひび割れ

ができる

斜面から水がふ

き出す

大成中学校へ

避難場所：
大成中学校

Ⅰ-2-563-1601
（急傾斜地の崩壊）

③砂防技術の海外への展開 
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1951年国際水文学会（ベルギー・ブリュッセル）にて    

The author knows of no country that has carried out such 
elaborate and costly works of reducing stream erosion in 
mountain valleys as has Japan. The Sabo dams are designed 
primarily to reduce stream erosion – rather than to store water or 
erosional debris. For this reason the author would like to propose 
that this type of torrent and mountain stream control be called 
‘Sabo Works’ . 

  

 W.C.Lodermilk    

SABO を世界の公用語にするように提唱 

SABOは世界の共通語 

(アメリカのトルーマン大統領直属の 
最高技術委員会会長) 
 
 

「私は、山地河川での渓流の浸食防止に日本ほど綿密な、経
費をかけた工事を実施している国を知らない。砂防ダムは水
や土砂を貯めるよりも、主として河道の侵食を軽減するよう設
計させているのである。このような理由から、私は、このタイプ
の山地渓流コントロールの仕事を‘Sabo Works’と呼ぶよう提
案したい。  

ワルター・ローダーミルク 
 
 

Philippines 

Brazil Indonesia 

Korea 
Taiwan 

Switzerland 

Ethiopia 

砂防技術の海外への発信 

日本で培われた様々な砂防技術は、世界各地の防災に貢献 

土石流対策 
深層崩壊 

火山砂防 地すべり対策 
ソフト対策 

Nepal 

源頭部対策 
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特別講演 「宮崎県の災害文化について」 
 

宮崎大学名誉教授 
谷口 義信 
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宮崎県の災害文化について

宮崎大学名誉教授
谷口義信

趣 旨

災害というできごとを風化させないため、 これを人

間の心や農山村社会の視点からみることによって
生まれる文化的側面の持つ意義について述べる。

災害に対する考え方
◆自然現象としてみた災害

自然的要因（地形・地質、気象など）について追究すること

◆文化的側面としての災害

①地域文化としての災害の意義について考えること

②神話・伝説などの視点から災害を繙くこと

◆社会的側面としての災害

過疎・高齢化の視点から農山村の災害について考えること

文化の定義

◆世の中が開け進んで、生活内容が高まること。
自然に対して、学問・芸術、道徳・宗教など、人間の精
神の働きによって創り出されるもの。人間生活の精神
的高揚の主体をなすもの（日本国語大辞典）。

◆文化とは英語で “culture”  と言い、これはラテン語
“colere「耕す」” と言う意味。

※ 英語： 耕作（1440?） <教養（1805）<文化（1867）（英語語源辞典）

※漢字：耕とは①耒を用いて井田をたがやすこと、②たがやして穀
物を植えられるようにすること、③努め励むこと（大漢和辞典）

※タガヘス（田返す）＜タガヤス（耕す）（日本国語大辞典）

※文化：人間の知的活動の精神的産物で定式固定化されたもの
文明：人間の知的活動の物質的産物で進化・発展していくもの

（古代文明とは古代に進化が停止し、遺跡化したもの）

災 害 の 定 義

◆資産に大きな損壊をもたらし、死傷と人間の
苦難を惹起する異常な出来事。極度の恐怖
や苦しみを伴う（日本国語大辞典）。

◆災害とは英語で disaster といい、この語源
はギリシヤ語dis(unhappy) + astron(star)
で、“不運な星の巡り合わせ” という意味。
人間は全て天の命に従わねばならないという
運命論的意味合いが強い。

災 害 文 化

災害という事象に我々の感性が動かされて生まれる精
神的・具象的総体をいう。すなわち、自然の営みによっ
て引き起こされる災いを畏れたり、 後世にその体験を
継承していこうとする意思や、 祈ることによって自然の

怒りを鎮め、心の安らぎを求める精神的営為が思想・
文芸や生活慣習・伝統として有形、無形の形で具現化、
継承・固定化されたものが災害文化である。
例えば、災害に由来する神話や伝説、地域の祭礼、史
話などである。

主題 内容 結果
災害科学・防災科学 時間の経過 知 ・技は

現象の問題 防災技術、災害法律 進化・発

学、災害史学 展・蓄積

災害

災害の恐怖感、衝撃 時間の経過 意識の

心の問題 心理、災害時連帯感 風化 ・

互助精神 形骸化

災害という事象に心を付与する（anima）ことにより永遠性

災害

文化

災害の風化とは？
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宮崎県の自然災害の特質

特 質

1.内陸部は地形的に急峻である。
（椎葉村の30°以上の傾斜地の占有率は61%）

2.北部は延岡衝上断層、仏像構造線により大きく被砕
し、 地質的には砂岩, せん断泥質岩が多く、大規模
崩壊の危険性が高い。

3.南西部には霧島火山がある。
4.東部はフィリピンプレ－トの沈み込み部に当たり日向
灘沖地震の危険性が高い。
（寛文2年（1662）外所地震 M=7.6,  明治42年（1909） M=7.9 ）

5.えびの-小林ラインは火山構造性内陸地震の危険性
が高い。
（昭和43年（1968）えびの地震,  M=6.16）

6.台風および梅雨前線による集中豪雨が発生しやすい。

宮崎県の地形の概略

凹地帯

宮崎県の地質の概略

霧島火山域

構造線

火山災害について

(火砕流炭化木と霧島岑神社)

採取火砕流炭化木
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加工跡の火砕流炭化木

採取炭化木

霧島矢岳川の火砕流炭化木

樹齢241年の火砕流炭化木

10cm

新燃岳周辺地形図

坊主小屋跡

火砕流炭化木片

（宮崎河川国道事務所）

矢

岳
川

新燃岳

東大寺大仏殿の復興

◆幕府より東大寺復興のため、銘木献上の命が
出される。

◆公慶上人が霧島白鳥神社で銘木を発見したと
の言い伝えが飯野町に存在。

◆元禄16年（1703）白鳥神社の赤松を園田清右
衛門が献上（紅梁）

天平14年11月23日（742年12月28日）
延暦7年3月4日（788年4月18日）

天慶8年（945）
天永3年2月3日（1112年3月9日）
文暦元年12月28日（1235年1月25日）

永禄9年9月9日（1566年10月31日）
天正16年3月12日（1588年4月7日）
寛文２年（1662）
宝永2年12月15日（1706年1月28日）
享保元年9月26日（1716年1月19日）

明和8年（1771年）

空中有声，如大鼓

火災大熾，響如震動，・・・然後雨沙
，峯下56里沙石委積可二尺，其色黒焉
闔山震動猛火大発
西峯発火、神社大半烏有ニ帰ス

発火甚だ盛ニシテ祠宇皆焼尽ス，熱石
砂ニ社寺コトゴ トク廃没ス
火ヲ発シテ人多ク焚死ス
霧島山神火ヲ発シ申酉ノ間大震動
大地震，津波による大被害
堂塔寺家皆焦土トナル

山林及ビ神社仏院等ハ悉ク消失シ，ソ
ノ他災害ヲ蒙リシモノ砂石入リノ外城
十二消失シ，此ノ家数六百軒
焼石焔トナリ虚空ヨリ隕チ，沙石糖箙
ルガ如ク灰燼デ昼モ夜ニ異ナラズ草木
焦枯ル

霧島火山の記録災害
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霧 島 岑 神 社

◆承和4年（837年 ）『続日本後紀』に記述あり。
◆平安時代中期、 神仏習合により性空上人に
よって霧島岑神社が修験道場として整備され
た（坊主小屋）。瀬多尾寺に別当寺が開かれ、
霧島信仰が隆盛となる。

◆享保元年（1716年）の新燃岳の噴火により社
殿が焼失、夷守岳の麓（小林市）に遷座。

霧島岑神社跡

霧島岑神社址標柱
（ひなもり42号） 坊主小屋（坊）跡

加工火砕流炭化木は何
を語りかけているのか？

◆平成５年加工火砕流炭化木片が出土。なぜこ
れほど険しい山奥から木を伐り出さねばなら
なかったのか？

◆加工火砕流炭化木片の出土跡から霧島岑神
社までの地形は非常になだらか（距離約500m
３゜～４°の緩やかな下り勾配）で、 地形的に
は人力でもここから木材を運ぶのは容易。

◆炭化木片のあった場所は霧島岑神社と坊主小
屋の建築材を伐り出し、加工していた跡?

宮崎県の大規模崩壊
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宮崎県の崩壊危険度図と大規模崩壊
宮崎県の大規模崩壊分布図 美郷町西郷区野々尾の大崩壊(2005.9.6)

美郷町西郷区島戸の大崩壊(2005.9.6)

水衝部

すべり

島戸集落

攻撃水面高

耳川沿いの大規模崩壊の地形・地文要因

脚部 上部 護岸 比高 上部集 崖錐 段丘 脚部 流水
地形 地形 工 落農地 堆積物 岩盤 曲線

急 緩 無 大 有 有 狭 脆弱 水衝

す
べ
り

面

河川

集落

急

斜

面

緩斜面

水衝部崩壊地の断面模式図

水衝脚部の侵食崩壊 異常洪水水位

鰐塚山の大崩壊

いこいの広場 鰐 塚 山 の 伝 説

綿津見神が山幸彦を和邇に乗せて送り届けた

ところが青島。山幸彦を無事送り届けた和邇の

ために作られた塚が鰐塚山と言われている。
（古事記）

※和邇に鰐の字を当てる

和邇とは古来日本では鮫、または鱶を指す
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鰐塚山の大崩壊

①鰐塚山一帯では古くから隆起運動（断層活動）
に伴う深層すべりが起こっていた（鏡肌石）。
大規模崩壊の潜在的危険性が大。

②古事記の和邇伝説からは陸地の隆起が想起さ
れる?

宮崎の内陸地震

(えびの地震と霧島の火山構造線)

霧島の火山構造線

えびの地震の崩壊と霧島火山構造線
（霧島の火山構造線は崩壊と関係があるのか？）

・1968年えびの地震により霧島火山で斜面崩壊
が発生。

・1965·66年と1970·71年、 1975·76年航空写真
を用いて崩壊地を判読。

・ 構造線の北側と南側エリアの地震前に対する地
震直後と７年後の崩壊数の増加比を算出。

・地震後に構造線北側で崩壊数が増加する傾向
がみられた。 噴火が重なれば霧島では崩壊危険
性はさらに増す。
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増
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えびの地震後の霧島連山の崩壊増加

新燃岳

山田町
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自然災害との闘いと地
域の歴史、 風土、文化

沖水川右岸切寄の台風14号による崩壊
（宮崎県）

“無法松川”沖水川（大淀川支川）の改修

◆治水の目的：“災害の防止”＋“飢饉の解消”

◆住民の悲願：氾濫防止による農地の確保

◆沖水川平野“三股町”：中世以来領土争奪戦の地

沖水川における治水史
◆災害の歴史

・元和3年（1617）大暴風雨

・明治25（1892）年大洪水
・明治38（1905）年大崩壊（たかとんの崩え）
・昭和元年（1926）大洪水
・昭和9年（1934）大干魃
・昭和20年（1945）阿久根台風

◆治水と農地開拓事業の推進
・明治以前：公役による水普請や川井出工事主体（川上久隆）
・明治初期：満木どん土手や佐沢どん土手の建設
・戦後 ：国による直轄工事認可（水久保甚作）と耕地整理

組合法（上原荘吉）の成立

◆治水・利水に関わった人々

・川奉行川上久隆、水久保甚作、上原荘吉

巻かやし（井堰）
巻かやしの見取り図
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“三股町切寄”の地名の由来

◆和田正覚の梶山城を今川直兼が責め落と
したときの激戦地（梶山合戦1394年）と な
ったのが三股町長田の切寄。

◆戦の様子が「兵が寄せては切り合い、切ら
れては寄せ集められた」ことによる。

椎葉村上椎葉の土石流災害
（上右端が鶴富屋敷）

鶴富姫伝説

・壇ノ浦の平家滅亡後鶴富姫は椎葉に落延びる。

・源氏の武将那須大八が平家追討に向かう。

・椎葉に入った大八は、焼畑をしながら細々と暮ら

す落人の哀れな姿を見て「平家追討せり」と、鎌

倉幕府に報告。

・鶴富姫と那須大八の恋は悲恋に終わる（ひえつき節）。

・鶴富姫の館が鶴富屋敷となる（国指定重要文化財）。 鶴富屋敷

鶴富姫の墓

墓

那須大八陣屋跡の八村杉
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θ

偏流の式：V=｛GRtanθ｝1/2

R:流下経路の曲率半径=220m
θ:横断水面勾配=5゜
G:重力加速度

V=13.1m/s

土石流の流下痕跡横断面

地表面 想定水面形

上椎葉の土石流の流速は？ 椎葉の土石流は何を語っているのか

・安全神話があった。鶴富屋敷では800年以上

災害は起こっていないという安心感？

・前年に隣の沢で土石流が発生したが、倉庫が

被災したのみであったため、 深刻に受止めな

かった？

・災害が広域で同時多発し、情報手段が全て失

われ、パニック状態となったときの避難体制の

在り方が問われた？

五ヶ瀬川開発の悲話
◆工事の目的
災害防止と水田開発 五ヶ瀬川の分流（出北用水路）と岩熊井堰建設

◆藩の財政政策
・半知借上制度の実施
・臨時賦課金制度の実施
・欠落ち（領民の集団逃亡）の取締り強化（背景には重税と田畑の狭少要因）
・専売制度の実施（一部有力商人の利益独占により不満が起こる）

◆自然災害
五ヶ瀬川の氾濫、田畑の流失、旱魃→家老藤江監物が河川工事に着工

◆冤罪による藤江監物の失脚
享保16年3月7日（1731）藤江監物、図書（長男）、多治見（次男）、右膳（三 男）
が反藤江派によって公金（軍資金）流用の廉により召捉えられ、投獄される。

◆工事の経緯
享保9年春着工 享保16年3月15日工事中止、苦役止む（嘉左衛門 日記）

享保19年竣工
◆藤江家のその後
・縫（妻）享保16年5月6日没
・図書享保16年8月1日日之影七折獄舎にて没
・監物享保16年8月27日日之影七折獄舎にて没
・大正13年（1923）従五位に叙す（名誉回復） 日之影の山里風景

農山村の過疎・高齢化と災害

◆社会の発展∝農山村の過疎・高齢化
◆美郷町の高齢化率は43.1%（2020年50%超）。
◆災害により農山村が放棄（限界集落）されれば、
地域文化（焼き畑、夜神楽）は滅びてゆく。

◆諸塚村では台風17号災害により数店舗が再建
放棄に追い込まれた。

◆農山村の衰退と共に国土保全機能の低下（山地
崩壊や流木災害）が懸念される。

◆今後の農山村の防災・減災には過疎・高齢化の
視点が必要。

異常水面高

諸塚村商店街の平成17年の災害
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災害と山村の過疎化

災害前 災害後 減少率

28店舗 25店舗 10.7％

諸塚村の2005年台風14号による店舗数の推移

限界集落の早春の森

おわりに

「風来疎竹、風過而不留聲」
（菜根譚）
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