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は じ め に 

 

 この「土砂災害の実態」は平成3年（1991年）に日本で発生した土砂災害の 

実態とこれに関する事項をとりまとめたもので、あわせて海外で発生した代表 

的な土砂災害についても記述したものです。 

 平成3年の土砂災害で特筆すべきことは、前年より火山活動が活発化した長 

崎県雲仙普賢岳における火砕流等に伴う大災害です。また海外ではフィリピン 

国ピナツボ火山が噴火し、今世紀最大規模の火山噴出物により、激甚な被害が 

発生しています。火山災害はこのように被害が甚大であるばかりでなく、その 

被害が長期化することを改めて人々に認識させております。 

 また、台風19号による風倒木被害も、次期出水による流木・土石流災害が懸 

念され、土砂災害の面から注目すべき被害といえます。 

 「土砂災害の実態」は昭和57年版より発行されており、この年の7月に長崎 

大水害が発生しております。平成3年は長崎大水害より10年目に当たります。 

この間当財団では「土砂災害年報編集委員会」を設けて、毎年全国で発生した 

土砂災害について資料を収集し、その実態を分析してとりまとめた「土砂災害 

の実態」を編集・発行しております。これは公益事業の一環として、砂防関係 

技術の発展および広報に寄与することを目的としております。 

 土砂災害については、火山災害も含め、対策工事と同様に警戒避難体制の重 

要性が認識されてきております。このようを状況で、「土砂災害の実態」によ 

り、土砂災害について認識を深めていただき、土砂災害対策をより一層推進し 

ていただくことを願っております。今後も関係各位のご協力を得てよりよい資 

料としてとりまとめて行きたいと考えています。 

 最後に、平成3年「土砂災害の実態」をとりまとめるに当たり、ご尽力を賜 

った委員各位および資料の提供をいただいた建設省、都道府県ならびに関係各 

位に対し厚くお礼を申し上げます。 

   

平成4年5月 

                 財団法人 砂防・地すベり技術センター 
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第1章 土砂災害等の概要 

 平成3年発生の土砂災害は(表1.1)の通りであり、発生 

件数は近年で最も多かった昨年をはるかに上まわる3,600件 

に達し、死者・行方不明者においても過去5ヶ年間で最高の 

67名を数えた。しかし、これらのうち、雲仙・普賢岳の火砕 

流災害を除くと、発生件数は845件、死者･行方不明者24名 

となり、近年では最低の記録となった。 

 内訳でみると、発生件数では土石流・火砕流が最も多く、 

2,879件で全体の約80％を占め、次にがけ崩れの599件 (17 

％)、地すべりは122件(3％)であった。 死者・行方不明者数 

でも土石流・火砕流によるものが最も多く全体の81％にあたる54 

名であり、残る13名ががけ崩れと地すべりによるものであった。 

 平成3年の土砂災害の特色としては､ 平成2年11月17日に 

約200年ぶりに噴火した長崎県雲仙・普賢岳の火山活動に伴っ 

た災害と、9月10日に伊豆半島南部を襲った局地的集中豪雨 

および全国各地に大きな被害をもたらした9個の台風等によ 

り、土砂災害の発生が45道府県に及んだことである。 

 雲仙・普賢岳の火砕流は、5月24日以来2,755回発生(長崎 

県災害対策本部発表：地震計による推計値を含む)し、全土 

砂災害の約77％を占めた。特に6月3日の大火砕流は、マス 

コミ・防災関係者を中心に死者40名、行方不明3名、負傷者 

9名、焼失家屋179棟の大惨事となった。その後の火砕流で 

は、6月8日に207棟、9月15日に193棟の家屋が焼失した。 

また、土石流も11回発生したが、特に6月30日の大土石流は 

人的被害は発生しなかったものの、188棟の家屋が被災した。

これら雲仙・普賢岳の火山活動に起因した平成3年の被災総 

計は、死者40名、行方不明3名、負傷者9名、家屋被害779棟 

にのぼり、平成3年最大の災害となるとともに、火砕流の恐 

ろしさを世間に知らしめた特異な災害であった。この普賢岳 

の活動は依然として衰えておらず、再度災害発生の危険性を 

孕んでいる。火山活動に伴って発生した火砕流・土石流を除 

く土砂災害は、以下のとおりである。 

 融雪、梅雨期までの発生件数は僅かに54件と少なく、大し 

た被害は発生しなかった。 

 梅雨期の発生件数は、梅雨入りは平年より多少早かったに 

もかかわらず、梅雨前線の活動は平年並みで、雲仙・普賢岳 

の火砕流を除くと252件に止まり、平成3年発生件数の30％

であった。 

 台風による土砂災害は、7月29日の台風9号をはじめとし

て12号、13号、14号、15号、17号、18号、19号、21号の台 

風により例年の約4倍にあたる414件の報告があり、平成3 

年の発生件数 (雲仙・普賢の火砕流を除く)の約50％を占め

た。特に、台風12号によるがけ崩れ災害では、東京都多摩郡 

多摩町で死者3名、行方不明1名、負傷者2名という大きな 

被害が発生した。また、風台風といわれた台風19号は、全国 

至るところで風倒木災害を引き起こしたため、被害の大きか 

った九州地方では、次期出水期の流木災害が懸念されている。

被 害 状 況 

気 象・地 象 
土砂災害       

の 種 類 
発生件数 

死者･行方

不 明 者 
負傷者 家屋全壊 家屋半壊 

家   屋 

―部破損 

主 な 被 災 県 備  考 

融 雪 1月～5月 

土 石 流 

がけ崩れ 

地すべり 

計 

 3 

 3 

20 

26 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

1 

4 

5 

長野県 

福井県 

秋田県､山形県､新潟県､長野県 

 

降 雨 1月～6月 

土 石 流 

がけ崩れ 

地すべり 

計 

 2 

23 

 3 

28 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

1 

－ 

1 

－ 

8 

－ 

8 

長野県､大分県 

福島県､島根県､長崎県 

島根県 

 

 

梅 雨 6月～7月 

土 石 流 

がけ崩れ 

地すべり 

計 

  8 

202 

 42 

252 

3 

1 

－ 

4 

－ 

6 

－ 

6 

1 

3 

－ 

4 

－ 

11 

 2 

13 

－ 

81 

16 

97 

福島県､静岡県､愛媛県 

石川県､広島県､長崎県､熊本県 

石川県､静岡県､兵庫県､長崎県 

 

台 風 

(  9、12～ 

    15、17～19、 

21号 ) 

 

土 石 流 

がけ崩れ 

地すべり 

計 

 23 

347 

 49 

419 

4 

11 

－ 

15 

 8 

23 

 1 

32 

27 

29 

 7 

63 

18 

39 

 3 

60 

63 

184 

 16 

263 

山梨県､三重県､佐賀県 

千葉県､東京都､神奈川県､長崎県 

福島県､茨城県､群馬県､山梨県 

 

降 雨 7月～12月 

土 石 流 

がけ崩れ 

地すべり 

計 

12 

24 

 8 

44 

4 

－ 

1 

5 

2 

1 

2 

5 

14 

 4 

11 

29 

5 

2 

－ 

7 

11 

16 

－ 

27 

福島県､静岡県､鹿児島県 

干葉県､静岡県 

静岡県､大分県､宮崎県 

 

その他 

(火山、 

地震等) 

 

土 石 流 

がけ崩れ 

地すべり 

計 

2,831 

－ 

－ 

2,831 

43 

－ 

－ 

43 

11 

－ 

－ 

11 

178 

－ 

－ 

178 

25 

－ 

－ 

25 

9 

－ 

－ 

 9 

長崎県､鹿児島県      
  桜島        65件 

雲仙火砕流 2755件 

雲仙土石流  11件 

計 

土 石 流 

がけ崩れ 

地すべり 

計 

2,879 

  599 

  122 

3,600 

54 

12 

 1 

67 

21 

30 

 3 

54 

220 

 36 

 18 

274 

48 

53 

 5 

106 

 83 

290 

 36 

409 

  

雪  崩 
    6 － － － － － 新潟県､岐阜県  

 

 (表1.1)   平成3年気象・地象別土砂災害等発生状況 
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（図1.1）自然災害による原因別死者・行方不明者数（昭和42～平成3年）

注）自然災害のうち、台風・大雨・強風・高潮・地震・津波災害について集計したものであり、合計に雪崩災害は含んでいない。 

                             ※58年(  )内：津波による死者数 平3年(  )内：火砕流による死者数 

 台風を除く梅雨後の降雨では、44件の土砂災害が発生した。       活火山「桜島」は、最近にない活発な活動となったが、土 

この件数は平成2年より少なく、近年では昭和61年に次いで      石流の発生は平成3年全体で65件と意外な件数に止まった。 

少ない件数となったが、9月10日に伊豆半島南部を襲った局      5月から8月にかけて全体の70％強に当たる47件が発生し 

地的集中豪雨により、下田市、河津町、東伊豆町の1市2町     ているが、梅雨前線では20件と少なく、一般地域における土              

で10渓流に土石流が発生し、死者4名、負傷者2名、家屋の     砂災害と同じ傾向の発生状況となった。 

被害29棟、伊豆急行の軌道埋没等という大被害をもたらした      なお、平成3年は、雪崩災害が6件発生したが、人命や家 

のが特徴であった。                           屋等に被害は無かった。 
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第2章 土砂災害をもたらした気象 

 

（表2.1）観測開始以来の記録を更新した地域 

 高 温 低 温 多 雨 少 雨 

1月 北海道    

2月    
 

3月 

西日本、 

南西諸島 

東日本の一部 

 
西日本、 

東海 

北海道の 

太平洋側 

4月     

5月    
北海道、 

南西諸島 

東日本の一部 

6月 
北日本、 

南西諸島 
  

南西諸島 

北海道の 

太平洋側 

7月 
九州南部 

南西諸島 
   

8月 南西諸島    

9月 南西諸島  南西諸島  

10月 北海道  
関東、 

東北南部 
九州北部、 

中国西部 

11月    南西諸島 

12月    北陸 

年 南西諸島  東日本の一部  

（図2.1）年降水量（平成3年と平年値） 

2.2 梅雨前線による大雨（6月29日・30日） 

 日本海を進む低気圧と共に、梅雨前線が日本海からゆっく 

りと南下し、前線通過時に各地で大雨となった。このときの 

大雨により、長崎県雲仙普賢岳の水無川流域で、火砕流堆積 

物の移動による大規模な土石流が発生した。日降水雨量では 

30日に諫早市五家原岳で257mm、熊本県鹿北町で232mmに達

し、また時間雨量では、30日16時に長崎県長浦岳で88mm、

19時に島原市において78mmに達した。 

 

 

2.3 台風（第17～19号） 

 9月10日09時にマリアナ諸島で発生した熱帯低気圧は、11 

日15時に沖の鳥島近海で台風第17号になった。13日朝に沖

縄本島を通過した17号は、14日05時半頃に長崎市付近に上陸 

し、山陰、北陸地方を経て、21時に米沢市付近で温帯低気圧 

に変わった。この台風第17号で、福岡県前原町で1時間降水 

量147mmと気象官署の観測史上3番目の降水量を記録した。

 14日09時にマリアナ諸島で発生した熱帯低気圧は、15日 

21時に沖の鳥島南東海上で台風第18号になった。18号は18

日に沖縄近海を北東に進み、19日に伊豆諸島を経て房総半島 

に接近した後、20日09時に熱帯低気圧に変わった。この台

2.1 平成3年の気象概況 

 平成3年の天候は暖冬、暖春、長い梅雨、短い夏、秋の長 

雨と日照不足、多かった台風の接近など、変動の大きかった 

1年であった。 

 この1年の天候の特徴は次のようになる。 

 1）1年間を通して気温が高めに経過した。 

 2）梅雨期間が長く、前線の活動が本州付近で活発であった。 

 3）接近した台風が多く、その被害が大きかった。 

 4）秋雨前線の活動が活発で、長雨と日照不足であった。 

 西日本各地では、平年より2～3週間早く梅雨入りした。 

梅雨明けは平年並みであったため、梅雨期間は平年より 

15～21日間長かった。北陸と東北地方では梅雨明けがこれま 

でで最も遅くなり、また梅雨期間も65日間と最長を記録した。 

 台風の発生数は平年並みの29個であったが、そのうち9個 

が本土へ接近し、平年の2倍近い多さだった。このうち7個 

は8月末～10月前半に集中しており、週末ごとに台風が来襲 

していた。日本への上陸数は3個で、昨年よりは少なかった 

が、多大な被害を与えた。 

 台風の襲来にともない、秋雨前線の活動も活発になり長雨 

が続いた。関東と東北南部の太平洋側では9月～10月2ヶ 

月間の合計降雨量が観測開始以来の多い記録を更新している。 
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風は大型で、東日本に大雨をもたらすコースを取ったため、 

紀伊半島から東北地方にかけて大雨となった。 

 13日09時にマーシャル諸島の東で発生した熱帯低気圧は、 

16日09時にマーシャル諸島の西で台風第19号になった。19

号は22日にフィリピンの東で大型で強い勢力になり、27日16

時過ぎに佐世保市の南へ上陸した。19号は上陸後、北九州市

付近、山口県を経て加速しながら日本海へ進み、28日08時前

に、大型で強い勢力で渡島半島に再上陸し、09時前には札幌 

市付近を通過し、網走市付近からオホーツク海に進み、15時

に千島近海で温帯低気圧に変わった。 

 この台風による暴風被害は九州、中国、東北地方で大きく

最大風速が30m/s以上を観測した気象官署は4ヵ所であり、

また、全国的に風速20m/s以上の暴風となった。このため 

山・崖崩れを始め、果樹の落下や電力鉄塔の倒壊等の被害が

発生した。 

（図2.2）日本に影響した主な台風の経路 

円内は台風番号。経路上○印は9時の位置であり、数字は日付と中心付近の最低気圧を 
示す。また、経路の破線は弱い熱帯低気圧、または温帯低気圧であったことを示す 
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2.4  秋雨前線による大雨（9月18日・19日） 
 台風第18号が沖縄の南海上から北東に進み関東地方に接近 

した｡南岸に停滞中の秋雨前線の活動の活発化と共に､関東地 

方を中心に大雨になった。17日から20日までの総降雨量は尾 

鷲市の545mmを最高に、広い範囲で200mmを越した。主な

地点の日降水量は､ 18日に尾鷲市で193mm､南種子町上中で

158mm､19日に相模原市で350mm､ 山梨県南部町で424mm 

を記録した。 

2.5  局地的集中豪雨（9月10・11日） 

 台風第15号通過後、日本の南岸に発生した低気圧がゆっく 

りと東に進み､関東から伊豆半島にかけて大雨となり､特に伊 

豆半島南部では局地的な大雨となった。天城山では10日07時 

から11日07時までの24時間で252mmとなった｡この雨で､死 

者4名、負傷者6名、損壊家屋55棟、浸水家屋269棟、山･崖

崩れ24ヵ所などである。 

2.6 平成3年の主要な火山活動状況 

1．伊豆大島  1990年7月以降やや多かった地震回数は、 

1990年10月4日の噴火後次第に減少し、1991年1月はやや 

2．阿蘇山 1月～2月中旬まで、微動の回数が多かったが、 

3月以降は1989年の活動開始以前のレベルに戻った。年間 

3. 桜島 南岳山頂火口では1990年に比べ活発な活動が続 

き、年間を通して毎月爆発があった。1991年の年間の爆発 

4．御岳山 4月下旬から火山性地震･微動が増加し、地震･ 

微動の多い状態は7月まで続いた。5月20日の現地観測では

5．雲仙岳  雲仙岳では、1990年7月から火山性微動が観測 

され、1990年11月17日に九十九島火口と地獄跡火口で噴火が

始まった。1991年に入ってからは2月12日に新たに●風岩火

口で噴火が発生した。3月29日には、九十九島火口、地獄跡

火口、●風岩火口の3ヵ所で同時に噴火し活発な噴煙活動と

なった。5月12日から火口直下で地震が多発し、 5月20日に

は地震跡火口内に高さ約30m､ 幅約30mの溶岩ドームが出現

しているのが認められた。さらに、5月24日には、初めての

火砕流が発生し、普賢岳の東斜面を流下した。6月3日16時

08分に発生した火砕流は約6分間にわたって震動が継続し、

島原市北上木場地区で死者・行方不明者43名を出す災害とな

6． 霧島山  11月13日から新燃岳付近を震源とする火山性 

地震・微動が多発し、11月24日のヘリコプターによる観測 

で、新燃岳火口内に白色の噴気が観測された。これは1989年 

12月以来の事である。11月26日以降は連続的な微動が発生 

し、12月末まで断続した。なお、地震・微動・噴気が同時 

に活発化したのは初めての事である。 

った。6月8日19時51分に発生した火砕流は震動継続時間25

分で、水無川沿いに約5km流下し、 その先端は国道57号付近 

に達した。6月11日23時59分には爆発的な噴火が発生し、火 

口の北東約3kmの島原市千本木地区では､ 最大で直径10cm 

の火山礫が降った｡その後も火砕流の発生は連日続き、9月15 

日には震動継続時間360秒及び670秒の火砕流が発生し、深江 

町大野木場付近まで達し、一連の火砕流の中で最大のものと 

なった。火山活動に伴う有感地震は1月～6月まで度々発生

し、雲仙岳観測所での最大震度はⅣであった。また火山性微 

動は5月以降多い状態が続き連日観測された。 

山頂の南約400mの噴気孔の周囲30mに火山灰が少量堆積し

ていた。 

回数は295回、鹿児島地方気象台における年間降灰量は1852

g/m2であった。 

を通して噴火の発生はなかった。

増加したが、2月以降再び減少に転した。火山性微動は年間

を通じて発生しなかった。 

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合 計 

爆 発 回 数 16 10 37 42  17 31 18 19  21 32  15  37  295 

降灰量(g/m2) 29 6 19 187 209 20 － 583 108 93 332 266 1852 

月 6 7 8 9 10 11 12 合 計 

地  震  回  数 230 133 559 2102 208 3933 4253 11,418 

火砕流と思われる震動回数 491 326 292  521 439  149  395  2,613 
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第3章  土砂災害の実態 

3.1 土砂災害の分布 

（1）融雪災害 

   発生件数は少なく、長野県・新潟県に集中していた。

土 石 流 発 生 件 数 （ 3件 ）  

地すべり発生件数（20件） 

がけ崩れ発生件数（3件） 
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（2）梅雨災害 

   九州中北部、山陽で崖崩れが多数発生している。

土 石 流 発 生 件 数 （33件） 

死者行方不明者数（3名 ） 

地すべり発生件数（42件） 

がけ崩れ発生件数（202件） 

死者行方不明者数（1名 ） 
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（3）台風18号 

  台風は9月19日に伊豆諸島を経て房総半島にかなり接近 

  した。東海・関東地方を中心に災害が発生した。 

土石流発生件数（7件 ） 

死者行方不明者数（3名 ） 

地すべり発生件数（12件） 

がけ崩れ発生件数（126件） 

死者行方不明者数（5名 ） 
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土 石 流 発 生 件 数  （2879件） 

死者行方不明者数 （54名） 

地すべり発生件数 （122件） 

死者行方不明者数 （1 名 ） 

がけ崩れ発生件数 （599件） 

死者行方不明者数 （12名） 

（4）平成3年の全土砂災害 

   全国的に災害が発生している。特に崖崩れの発生が多い。
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(図3.1)  近年の土砂災害発生状況 

（  ）は発生件数  

区分                  年 62 63 元 2 3 平均 

土   石   流  10（165） 22（181） 18（200） 27（ 238） 16（2879） 19（ 733） 

地  す  べ  り 22（ 70） 28（102） 27（111） 37（ 180） 30（ 122） 29（ 117） 

が  け  崩  れ 32（186） 37（291） 35（345） 42（ 852） 41（ 599） 37（ 455） 

全 土 砂 災 害 36（421） 43（574） 42（656） 46（1270） 45（3600） 42（1,304） 

(注)Ｈ.3の土石流には長崎県の雲仙・普賢岳の噴火による火砕流災害を含む 

  （ ）内は発生率％ 

(表3.1)  近年の土砂災害発生都道府県数 

 

け大きな割合を占めているのが雲仙普賢岳火山活動関連で64 

％、台風による災害が22％、梅雨期の降雨による長雨が6％ 

であった。発生災害ごとにみると、土石流は火山活動関連の 

災害を含めると、死者全体の81％となっている。雲仙岳関連 

以外では、9月の伊豆半島南部を襲った局地的集中豪雨災害 

をはじめとして、大きな被害が集中的に発生している。 

 このように、平成3年の災害は、雲仙普賢岳に代表される 

ように大規模で、特徴的な災害が多かったことがわかる。ま 

た、9月の台風19号による九州地方を中心とした風倒木災害 

も大きく取り上げられ、今後の流木対策等に大きな問題を提 

起した。 

3.2  土砂災害の特徴 

（1）平成3年の土砂災害について 

 平成3年の土砂災害の発生状況は、土石流2,879件（80

％）、地すべり122件（3％）、がけ崩れ599件（17％）であ 

る。雲仙普賢岳の火砕流発生を含んだ土石流災害が多数発生

した（2,766件）ことから、土石流災害の占める割合が大き 

くなっている。なお、雲仙普賢岳関連を除いた土石流災害は

113件となり、雲仙関連を除く災害区分では、近年の傾向と 

同様にがけ崩れ災害が最も高い比率を占めている。 

 死者数については、土石流54名、地すベり1名、がけ崩れ 

12名、合計67名であり、最近5年間から見ても極めて甚大な 

被害となっている。さらに発生原因別に見てみると、とりわ
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（2）近年の土砂災害の傾向 

 図3.1に最近の10年間の土砂災害の発生状況を示した。最 

近の10年間を見ると、 前半は昭和57年の長崎災害や昭和58 

年の島根災害が局地的ではあるが懐減的な災害として発生し、

その後は平成元年度まで比較的安定したものとなっているこ 

とがわかる。ただし、平成2年に入ってからは、九州地方全 

域にわたる災害や、平成3年には特に雲仙岳の火山活動が活 

発化し、火砕流や土石流による災害は連日テレビ、新聞を賑 

わしたとおりである。 

 区分別内訳として特徴的なのは、地すべりの後期の災害発 

生件数は前期と比較してわずかながら増加しており、災害発 

生率も土石流とともに高くなっているのに対し、がけ崩れの 

災害発生件数および災害発生率は前期に比べて低下している 

が、それでも土砂災害の約60％を占めていることがわかる。 

 次に気象原因的に土砂災害の発生状況をみると、平成3年 

の火山活動関連災害が大きく目立つほか、昭和62年～平成元

年では、梅雨、台風以外の降雨による災害がかなり多くなっ 

ており、ゲリラ的な集中豪雨による災害が増大していること 

がわかる。 

 また地域別に災害発生状況をみると、九州地方が全体の約

85％と1番多く発生しており、この傾向は最近5年間を通じて

共通である。九州地方は脆弱な土壌が多く、例年梅雨期の雨

量も多く、平成2年のように集中豪雨も多いことからも理解で

きよう。さらに平成3年では、雲仙普賢岳関連の災害も付加さ

れ、九州地方での災害多発傾向はいっそう高いものとなった。

（表3.2） 土砂災害による人的被害発生状況 

①発生件数（死者・行方不明者数）② ①のうち死者を出し土砂災害件数  ③ ②の発生率  ④死者・行方不明者を出した土砂災害の1件あたりの死者・行方不明者数 

(表3.3)   近年の気象原因別土砂災害の発生状況 

区別               年 62 63 元 2 3 5ケ年平均 

融   雪 ④ 11（ 3） ③ 18（ 3） ④ 13（ 2）  ④ 29（ 2）  ⑤   26（ 1）      19（ 2） 

降   雨 ①212（50） ①344（60） ①379（57）  ③174（13）  ④   72（ 2）     236（18） 

梅   雨 ③ 85（20） ②197（34） ③ 51（ 8）  ①555（44）  ③  252（ 7）     228（17） 

台   風 ②103（25） ④ 10（ 2） ②212（32）  ②510（40）  ②  419（12）     251（19） 

そ の 他 ⑤ 10（ 2） ⑤  5（ 1） ⑤  2（ 1）  ⑤  2（ 1）   ①2.831（78）     570（44） 

計  421(100)   574(100)    656(100) 1270(100)    3600(100)     1304(100) 

（単位：件（％）） （表3.4） 近年の地区別土砂災害の発生状況 

区別                年 62 63 元 2 3 5ケ年平均 単位 

土 石 流 

① 

② 

③ 

④ 

165（ 3） 

2 

         1.2 

1.5 

    181（17） 

6 

 3.3 

 2.8 

      200（ 9） 

  8 

   4.0 

   0.9 

    238（28） 

5 

 2.1 

 5.6 

   2879（54） 

6 

 0.2 

 9.0 

733（22） 

5 

2.2 

4.0 

件(人) 

件 

％ 

人／件 

地すべり 

① 

② 

③ 

④ 

       70（ 0） 

   0 

   0 

   0 

    102（ 0） 

0 

0 

0 

     111（ 5） 

  2 

   1.8 

   2.5 

    180（ 4） 

1 

 0.5 

 4.0 

    122（ 1） 

1 

 0.8 

 1.0 

  117（ 2） 

1 

       0.6 

       1,5 

 

がけ崩れ 

① 

② 

③ 

④ 

       186（ 4） 

   1 

    0.5 

    4.0 

    291（12） 

8 

 2.7 

 1.5 

     345（15） 

   10 

    2.9 

    1.5 

    852（19） 

8 

 0.9 

 2.4 

    599（12） 

9 

 1.5 

 1.3 

   455（12） 

7 

 1.7 

 2.1 

 

計 

① 

② 

③ 

④ 

       421（ 7） 

   3 

    0.7 

    2.3 

    574（29） 

  14 

  2.4 

  2.1 

      656（29） 

 20 

   3.0 

   1.4 

   1270（51） 

14 

   1.1 

   3.6 

   3600（67） 

16 

 0.4 

 4.2 

   1304（37） 

13 

  1.5 

  2.7 

 

区別               年 62 63 元 2 3 5ケ年平均 危険箇所数 

北 海 道    1（－）   11（ 2）    1（－）     33（ 3）      1（－）    10（ 1）    3520（ 2） 

東   北  128（30）   42（ 7）   40（ 6）     78（ 6）     71（ 2）    72（ 6）   15223（10） 

北   陸   16（ 4）   35（ 6）   33（ 5）     41（ 3）     35（ 1）    32（ 3）   11873（ 8） 

関   東   14（ 3）   36（ 6）   95（15）     61（ 5）    206（ 6）    82（ 6）   13107（ 8） 

中   部    8（ 2）   16（ 3）   67（10）     16（ 1）     29（ 1）    27（ 2）    9717（ 6） 

東   海   15（ 4）   16（ 3）   51（ 8）     46（ 4）     84（ 2）    42（ 3）   11345（ 7） 

近   畿   12（ 3）   31（ 5）   54（ 8）    108（ 9）     11（－）    43（ 3）   19328（12） 

中   国   21（ 5）  139（24）   22（ 3）     92（ 7）     79（ 2）    71（ 5）   24662（16） 

四   国   38（ 9）   35（ 6）   27（ 4）     69（ 5）     17（ 1）    37（ 3）   15918（10） 

九   州  168（40）  213（37）  266（41）    726（57）   3.067（85）   888（68）   33271（21） 

計 421(100) 574(100) 656(100)  1270(100)  3600(100) 1304(100) 157964(100) 

（ ）内は％ 〇は順位 

（ ）内は％ 〇は順位 

（単位：件（％）） 
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3.3 土砂災害の状況 
 

(1)土石流による災害 

①平成3年9月伊豆半島南部豪雨（集中豪雨）による災害例 

（静岡県下田市等） 

稲生沢皮水系落合川外9渓流において土石流発生 

発生日時：平成3年9月10日 

被害状況：死者4名、負傷者2名 

     家屋全半壊  18戸 

     家屋一部破損 11戸 

降雨状況：（静岡県下田市落合観測所） 

      連続雨量  328.5mm 

       （9月10日10時～9月11日5時） 

      最大時間雨量 90mm 

       （9月10日15時～16時） 

（写真3.1）  落合川氾濫 支川里川合流点より上流の状況 
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（写真3.2）山梨県中芦川、里道川 

 

②平成3年9月山梨県南部豪雨(台風18号)による災害例 

 (山梨県東八代郡芦川村等) 

富士川水系中芦川里道川外2渓流において土石流発生 

発生日時：平成3年9月19日 

被害状況：家屋全半壊 7戸 

     家屋浸水   1戸 

降雨状況：(山梨県芦川村役場) 

     連続雨量  376.5mm 

      (9月18日8時～9月19日15時) 

     最大時間雨量 67mm 

      (9月19日11時～12時) 
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(2)地すべりによる災害 

①融雪による災害例 

 (新潟県東頸城郡安塚町) 

地     区   名 ：木入場地すべり 

発  生  月  日 ：平成3年4月16日 

地すべり規模 ：長さ  約250m 

                 : 幅   約70m 

移 動 土 砂 量 ：約90,000m3 

被  害  概  要 ：崩落土砂が木入場川に流入し、 

          砂防ダム1基が埋塞した。ま  

          た、林地0.5ha及び休耕田 

0.75haに被害が生じた。 

（写真3.4）神有地すべり（山梨県） 

（写真 3.3）木入場地すべり（新潟県） 
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②豪雨による災害例 

 (山梨県西八代郡六郷町) 

地   区  名：神有地すべり 

発 生 月  日：平成3年9月19日 

地すべり規模 ：長さ 約200m 

        : 幅  約100m 

移 動 土 砂 量 ：約150,000m3 

被 害 概 要：町道が100m埋塞し、普通河川矢 

        落沢が150m埋塞した。また、畑 

         0.8ha、 林地1.2haに被害が生じ 

た。 

降 雨 状 況 ：(六郷町役場) 

       総雨量 286.8mm 

        (9月18日9時～9月19日15時) 

       日雨量 273.8mm 

        (9月18日15時～9月19日15時) 

       最大時間雨量 42mm 

        (9月19日12時～13時) 
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(3)  がけ崩れによる災害 

①台風21号による災害例 

 (福島県いわき市) 

地 区 名：旧城跡地区 

発生日時：平成3年10月12日 

崩壊状況：高さ 20m 

     幅  20m 

     勾配 45度 

     崩壊土量50m3 

被害状況：一部破損1戸 

降雨状況：(平観測所) 

      連続雨量 130 mm 

      (10/11 8:00～10/13 18:00) 

      日最大雨量 96 mm 

      (10/11 9:00～10/12 9:00) 

      時間最大雨量 8 mm 

      (10/12 0:00～1:00) 

（写真3.5） 福島県いわき市

 

（写真3.6）  福島県いわき市 
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(4)雪崩による災害例 
（写真3.7） 岐阜県上宝村蒲田地区の雪崩流下斜面と蒲田温泉街 

 （岐阜県上宝村） 

地 区 名：蒲田 

発生日時：平成3年2月17日14時ないし15時 

発生斜面：標高1,250～1,900m 

     雪崩幅  約40m 

     斜面勾配 約35～40度 

被害状況：直接的被害はない。 

     被害の恐れのため約60名が避難した。

気象状況：（栃尾観測所） 

     積雪深 90cm(2月17日8時) 

     降雪深 65cm（16日18時から17日18時）

そ の 他：詳細は4.4参照 

(5)風倒木災害 

①台風19号による災害例 

 (大分県、福岡県等) 

発生日時：平成3年9月27日 

被害状況：森林被害面積 

     大分県 約2万3千ha 

     福岡県 約1万4千ha 

風   速：平均風速 

     豊後高田市 25.0m/s 

     飯塚市 22.3m/s 

     最大瞬間風速 

     日田市 44.4m/s (観測記録第1位) 

     飯塚市 48.3m/s (観測記録第1位) 

(写真3.8 ) 幹折木の発生状況（筑後川上流） 

(図3.2)  

台風19号の経路と各地の最大風速分布図（気象庁予報部による）
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3.4  外国における土砂災害 

(1)フィリピン、ピナツボ火山噴火災害 

 ピナツボ火山噴火に伴う降灰、火砕流、土砂流出(ラハー 

ル等)による被害 

 (パンパンガ地方、ザンバレス地方、ターラック地方) 

噴火の概要：[火山の名称]ピナツボ火山(Mt．PINATUBO) 

      [噴火の経緯] 

        1991年4月2日  火口付近から水蒸気が上がる。 

          6月3日  火山灰の噴出を開始した。 

          6月9日   灰混じりの水蒸気を吹き上げ、 

               火砕流が西北に向かって流下 

               し始める。 

          6月12日  噴煙は火口から20kmに達し、 

              火山灰、軽石が周辺に降り、 

               周辺の川の上流に火砕流が流 

               れた。 

          6月15日  今世紀最大といわれる大噴火 

               が発生した。 

               火山灰、軽石が周辺に降り積 

               もる。 

被害の概要:（1991年11月現在） 

      死者806人（噴火281人､土砂流出29人､疾病496人）

      負傷者184人 

      不明24人 

      被災者・約120万人 

      家屋、公共施設被害多数 

土砂流出の概要：火砕流、降灰により堆積した火山噴出物は 

        6月から11月までの雨期の降雨によりラハ 

        ールとなって下流に流送され、侵食、堆積 

        による被害を与えている。土砂の堆積量は 

        調査機関によって若干異なり、降灰量はピ 

        ナツボ山周辺で数億m3、火砕流の堆積量は 

        数十億m3のオーダーとなっている。火砕流 

        の内、80％はブカオ川とサントトーマス 

         川に堆積し、その内のさらに80％はサン 

        トトーマス川に堆積している。河川上流域 

        にはまだ多くの土砂が残っており、次の雨 

        期での土砂流出が懸念されている。 

（図3.3）  ピナツボ火山位置図 
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(図3.4 )    火山噴出物の堆積範囲と河川からの土砂氾濫範囲 

      (フィリピン火山地震研究所作成MUDFLOW HAZARD MAP を基とした) 
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（写真3.10） 湯気を上げて流れ下る小規模なホットラハール 

 

 

（写真3.9）パッシグ川上流部での火砕流の堆積状況 
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（写真3.13）ラハールの河岸侵食により 

      損壊を受けた橋梁 

 

（写真3.11）土砂流出により埋没した 

      家屋、耕地 

（写真3.12）ラハールの河岸侵食により

      崩落した家屋 
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 レイテ島西側に位置するアニラオ川、マルバサグ川はいず 

れも急流であり、地質も若い｡そのため24時間雨量580mmとい 

う未曽有の豪雨により山腹が崩壊し土石流が発生した。この 

土石流により河岸侵食・河床上昇をきたした多くの国道橋が 

被災した。 

 また上流沿岸の樹木が根こそぎ流出したことにより、沿岸 

の家々をなぎ倒し、あるいは橋梁をせき止めてダムアップし 

たため、洪水が市街地にまでおよび被害の拡大に拍車をかけ 

た。 

（図3.15）洪水による被害 

(2)フィリピン、レイテ島土石流災害 

レイテ島中部  オルモック市 

台風“ＵＲIＮＧ”に伴う土石流、流木による被害 

発生日時: 1991年11月5日発生 

被害状況：死者4,922名、行方不明 3,000名 

     被災家屋 13,760戸 内訳 全壊 2,850戸 

                   半壊10,910戸 

     農耕地被害 3,787ha 

(図3.1 4)   橋梁をせき止めた流木 
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(3)スイス、ランダにおける岩盤斜面の大崩壊 

 岩盤斜面の崩壊 

観光で有名なスイスのツェルマットに向かう手前のランダ村 

で3度にわたり岩盤斜面が発生し、その崩壊量は合計で 

2000万～3000万m3に達した。       

発生日時：第1回目1991年4月18日 崩壊土量1000～1500万m3 

     第2回目    4月22日 崩壊土量7万m3 

     第3回目    5月10日 崩壊土量1000～1500万m3 

被害状況：1回目の崩壊により24軒の家屋が全壊し、若干の 

     家畜が埋まったが、死者は出なかった。2回目3 

     回目の崩壊は1回目以降設置した崩壊検知システ 

     ムにより発生が予測された。3回目の崩壊ではさ 

     らに7軒の家屋が全壊し、天然ダムが形成された。

     ダムは、高さ約100m、堤長300m、湛水量300m3、 

     ダム湖延長2kmに達した。緊急対策としてポンプ 

     による排水が行われたが、その後バイパストンネ 

     ルを含む新たな水路が建設された。また、迂回路 

     も崩壊後2週間以内に建設された。しかし、なお 

     数100万m3の不安定な土砂が存在し、警戒を要す 

     る状態にある。 
 

（写真3.19）崩壊により発生した天然ダム 

 

（写真3.18）崩壊発生前のランダ 

（写真3.17）崩壊の全景 

(写真3.16)崩壊発生中の状況 
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第4章 土砂災害の考察 

4.1   土石流による災害とその考察 

 平成3年の土石流災害は、災害発生件数2879件、 死者は 

54名であり、発生件数が極めて多くなっているが、これは長 

崎県雲仙普賢岳において2831件発生しており、54名の死者 

が出ているためである。これを除くと、発生件数、死者数と 

も比較的少なかったが、愛媛県松山市の災害、伊豆半島南部 

での災害など局所的な災害が目立った年であった。その中で、 

平成3年7月5日に、地すべりが引き金となって土石流が発 

生した、愛媛県松山市の坊ノ奥川での災害について考察する。 

 坊ノ奥川は重信川水系伊台川の支川で、松山市の中心街よ 

り北東約6kmの山間地に位置しており、流域面積0.12km2の 

小渓流である。地質は領家花崗岩より構成され、花崗岩の風 

化堆積物が表土をおおっていた。渓流の平均河床勾配は約1/ 

7で流域の最上流部は果樹園となっており、その下流にはた 

め池としての長谷池があった。長谷池の下流は勾配が1/4か 

ら徐々に緩くなり、900m下流で伊台川と合流する。（図4.1、 

4.2参照） 

 愛媛県松山地方に7月4日から降り出した梅雨性の降雨は、 

7月5日12時まで111mmに達した（坊ノ奥川から4km離れた 

石手川ダム地点の雨量観測デー夕）。この降雨の最大時間雨 

量は7月5日0時から1時までの20mmである。土石流の発生 

は、午後3時15分頃であり、これは降雨終了の3時間後であ 

った。（図4.3参照）人的被害としては、家屋一戸が全壊し、 

中にいた1名が亡くなるとともに、屋外で農作業に従事して 

いた2名の方が土石流に巻きこまれ犠牲者となった。 

 この災害は長谷池（標高約300m、伊台川合流点より約 

880m上流に位置する）の上流で地すべりが発生し、地すべ 

り土塊が長谷池に流入することにより長谷池の水が一気に流 

出し、長谷池下流の河床堆積物を侵食することにより土石流 

が発生したものである（図4.3）。地すべり頭部は幅約50m、 

高さ約5mの明瞭な滑落崖を持ち（写真4.1）、土塊は約200 

m下流の長谷池に流入して停止している（写真4.2）。地すべ 

りの移動土塊量は約3,000m3程度であった。池の大きさは長 

さ25m、幅 10m、深さ3m程度で、当時池の貯水量は約 

300～500m3であったと考えられる。池の堤防の決壊はまぬ 

がれていたが、堤防の上を高さ約2m程度オーバーフローし 

た跡があり、地すべり土塊の流入により池に溜まっていた水 

(図4. 1) 坊ノ奥川における土石流発生・堆積の概略図 
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と池に堆積していた泥が、極めて短時間に下流に流入したも 

のと推測される。長谷池から下流200mまでの谷は勾配が1/

4と急勾配であり、発生前の谷幅は7～8mと推定され、風

化堆積物でおおわれていたと推測される。前日からの梅雨性 

の降雨により、河床堆積物は飽和状態にあったものと考えら 

れる。土石流の発生により3～4m程度下刻侵食を受けたた 

め基岩（花崗岩）が露出し、Ｖ字状の谷形状になった（写真 

4.3）。坊ﾉ奥川下流に流下堆積した土砂の大部分はこの区間 

で侵食された土砂と考えられる。 

 土石流は伊台川合流点より上流約450m付近で左岸へ流向

を変えるが、土石流の一部は右岸へのり上げ、ビニールハウ 

ス内で農作業をしていた2名を巻き込んだ。合流点より上流 

約210m地点から坊ノ奥川の河床勾配は1/13と緩くなり、左

岸側に屈曲する付近で土石流の一部は深さ2m程度の流路を

のりこえて直進し、木造平屋建ての家屋を全壊させた。この 

家屋は渓流との比高差が小さい場所にあり、屋根まで土石流 

が堆積している（写真4.4）。堆積物は花崗岩の風化による 

砂分が多いが、直径1m程度の礫や流木も交わっていた。土 

石流の主流はさらに下流に流れ、伊台川合流点まで流入して 

停止した。 

 今回発生した土石流は、一連の降雨が止んだ後に発生した 

こと、その原因が流域の源頭部で生じた地すべりであったこ 

と、またその地すべり土塊がため池に流入したことによりた 

め池から水と泥が流出し、下流の河床を洗掘したことにより 

土石流が発生したことなど、特徴的な現象が重なった希な災 

害であったといえる。しかしながら、土石流災害が常に典型 

的な形でのみ現れるとは限らず、今回のように特殊な条件で 

の発生にも配慮した、調査および対策を進める必要あると思 

われる。（原義文）       
（図4.2）  坊ノ奥川縦断図 

（図4.3）降雨量推移図 

勾  配  

 
 ＊建設省土木研究所 
＊＊愛媛県土木郡砂防課 
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（写真4.1）坊ノ奥川源頭部の地すべり滑落崖の状況（滑落崖の大きさは幅約50m、高さ約5m程度で滑落崖上部に多くの引張クラックが見られた） 

（写真4.2）地すべり末端部の状況（地すベりは約200m下流の長谷池で停止している） 
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（写真4.4）被災した家屋の状況 （木造平屋建ての人家は屋根まで堆積した土石流により全壊した） 

（写真4.3）長谷池下流の河床の洗掘状況（長谷池下流部は急勾配で幅7～8m、深さ3～4mに 

      わたりＶ字状に洗掘されている。また斜面上に多くの倒木がみられる） 
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 平成3年における地すべり災害は発生件数122件、死者1 

名であった。本年は台風の来襲が多かったため、それによる 

地すベり災害が49件にのぼり、また発生場所もほぼ全国にわ 

たった。台風18号では、山梨県六郷町神有地区で発生した地 

すベりで、地すベり発生地区のみならず泥流化による2次災 

害の懸念される範囲も含め10世帯38人が避難した。また、 

災害時に専門家が現地に趣き地方公共団体に対し、二次災害 

の危険性とその対応について助言するアドバイザー制度が、 

上述の神有地区、および地すべりにより2級河川が埋塞し23 

世帯が避難した茨城県北茨城市上小津田地区に適用された。 

 次に、台風に伴う豪雨が誘因の地すベりの例として群馬県 

中之条町大道（だいどう）地すベりについて述べる。この地 

すベりは風化岩すベりであり、ボーリングコアによるすベり 

面判定の好例であった。大道地すべり地は群馬県北部、中之 

条町と新治村の境界をなす海抜800m内外の山地の稜線直下 

に位置する。地すべり地の地質は、主に第三紀中新統の火山 

礫凝灰岩、凝灰質泥岩、および疑灰質砂岩、泥岩で構成され 

る。地すべり地は地層に対して概ね走向方向ないしやや受け 

盤となっている。 

 地すベりは幾つかのブロックからなるが、図4.4のように、 

今回活動した地すべりブロックの頭部に東西方向に断続する 

陥没帯および古い地すベり地形が認められ、今回の地すベり 

は、地すベり地形を呈する斜面に生じた再活動型の地すベ 

りである可能性が高い。 

 今回の地すベりは、占い地すベり地形の滑落崖下、傾斜 

15°内外の緩斜面部に、平成3年8月22日19時頃発生した。 

台風12号による8月20～22日の3日間雨量282mmの豪雨直後 

4.2 地すべりによる災害とその考察 

に地すべりが発生したことから、降雨による地下水の供給が

誘因になったとみられる。 

 地すベりの変位量は道路変状からみて、いずれも1m以下

であったが、ブロックを横切る県道中之条～湯河原線、大道

～横尾線に顕著な段差、亀裂が生じ、これらの路線はその後

半年以上も通行止となった（写真4.5）。地すべり発生後直

ちに伸縮計が設定された（位置は図4.4）が、地すベり変位

は10月15日頃まで継続した。これはこの間の降水量が平成

3年の年間降水量の1/3に当たる486mm（中之条町役場調べ）

にも達したためと考えられる。 

 一方、すベり面調査は、ボーリングコアの判定および孔内

傾斜計により行われた。地すベり発生後それが沈静化し、地

中変動量計測によるすベり面判定の困難なことが多い中で､設

置後も移動が継続したため、ボーリングコアによるすべり面

判定を計測で直接確認でき、その結果は良く一致していた。

 写真4.6に、とくに変状の明瞭であったブロックのBV -

1,2,3孔（図4.4及び4.5）のコアの写真を示す。BV-1の深

度12mに、過去の地すべりで斜面上方から移動堆積したと考

えられる崩積土と泥岩の境界があり、深度27.2～27.7mに

は火山礫凝灰岩と泥岩との境界部の、粘土を含む破砕された

層があり、それらはすべり面の可能性がある。 BV-2では、

黒灰色の泥岩中の深度18.5～20.2mに茶褐色の酸化の進ん

だ凝灰質泥岩があり、また、BV-3では酸化色と原岩色のシ

ャープな境界があるという点で、深度14､6mおよび27.1m付

近ですべり面の可能性がある｡ここで14.6m付近は地下水検

層からみて地下水の流動の著しい層である。 

（図4.5）大道地すべり 
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 一方、図4.6に各孔での孔内傾斜計の計測結果を示す。 

BV-1の孔内傾斜計では、深度12,27mに、BV-2では深度20 

m、BV-3で14mにそれぞれすベり面が認められるが、これ 

らはボーリングコアによる推定すベり面位置と一致している。 

すべり面付近ではすベり面に沿う変形による亀裂が発達し、 

そこで地下水流動が見られることが多い。酸化帯はこのよう 

な地下水の流動層に沿う岩の化学的変化により形成されたも 

のとみられる。また、再活動型岩すベりでは、地すベり土塊 

は元の位置から移動しているため、すベり面はしばしば地層 

の不連続面（岩相や岩質の境界）に一致する。このように、

コアによるすべり面の判定では、岩のキレツ発達度、地下水 

流動を示す酸化帯の存在、地層の不連続などが参考になる。

 大道地すベりでは、その他のボーリング孔も含め上記のよ 

うな酸化変質帯が斜面にほぼ平行に連続している。占い地す 

べり地形の存在も考え合わせると､今回の地すベりは､古い時 

期のすベり面に沿って生じたものと考えられる。（檜垣大助）

（図4.4）大道地すべり地平面図 

 

（図4.5）大道地すべり地断面図 

    

 

  (図 4.6 )  

孔内傾斜計 

 (ＢＶ-1,2,3)

   変動図 
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（写真4.6）ボーリングコア写真 

BV -1  BV - 2  BV - 3  
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(図4.8) 時間雨量の推移  (下田市下田) 

層となっている。また昭和49年5月の伊豆半島沖地震や昭和 

53年1月の伊豆大島近海地震などこの地域では地震も多く、 

地質への影響も考えられる。 

 次に災害発生時の気象状況について述べる。図4.7は平成 

3年9月10日午前9時から11日午前5時までの伊豆半島の 

連続雨量の分布図である。今回は下田市と河津町の境界付近 

の降雨量が特に大きい非常に局地的な豪雨であったことがわ 

かる。図4.8、4.9、4.10、4.11は各々下田市下田地区、落 

合地区、河津町筏場地区そして東伊豆町稲取地区の9月10日 

から11日にかけての時間雨量の推移を示したものである。下 

田市落合地区と河津町筏場地区が土砂災害の多発した地域で 

あるが、時間雨量、累積雨量共に他の2地区より格段に多く 

なっている。また各々の時間雨量最大となった時間をみると 

下田市下田地区が最も早く、北へ行くにつれて遅くなってい 

る。南から北に向かって強雨域が移動しているようである。

災害発生時刻は下田市落合地区10日午後3時～4時であり、 

最大時間雨量の発生時刻に一致する。稜線を越えた河津町谷 

津川流域でも災害発生時刻は10日午後4時頃で、午後2時か 

ら4時の第1波の強雨時間帯に一致する。 

 今回特に土砂災害の発生件数が多かったのは下田市と河津 

町の境界付近である。そこで下田市下田を起点に稲生沢川か 

ら河津川へと北上する国道414号沿いに撮影した空中写真の 

判読を行い、崩壊・土石流発生状況図を作成した(図4.12)。 

まず今回の崩壊発生分布は雨量分布図(図4.7)に示される強 

雨域とよく一致する。今回最も崩壊が多発したのは落合川流 

域と谷津川上流部であるが、この地域は連続雨量300mmの範 

囲に入っていて、かつ最も連続雨量の多かった河津町筏場地 

区に隣接している。また河津町逆川地区から湯ヶ野地区にか 

けても国道414号沿いに崩壊が多発したが、この地区も河津 

町筏場地区に隣接している。 

 最後に2つの崩壊事例について検討してみる。写真4.7、

 

(図4.7 )  連続雨量分布図 

     (平成3年9月10日午前9時～11日午前5時) 

4.3  がけ崩れによる災害とその考察 

  平成3年度のがけ崩れ災害は599件発生し、死者11人を数 

えた。それらの被害はほとんどが梅雨前後の豪雨や台風によ 

るものであり、7～9月に集中している。この中で今回は9 

月10～11日に伊豆半島の下田市周辺で発生し、集中的な被

害を出した豪雨災害について考察する。 

 伊豆半島南部の地質は火山活動に伴って海底に堆積した第 

三紀湯ヶ島層群および同白浜層群の輝石安山岩類が卓越して 

いる。そして隆起に伴う褶曲・破砕が激しいため、脆弱な地 
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4.8は下田市志戸地区の崩壊である。山腹斜面が幅10m、高 

さ40ｍ、土量700m3の規模で崩壊し、家屋が1棟全壊、1棟

半壊した。死者はなかった。住民の話では崩壊直前に斜面か

ら勢いよく水が吹きだしたとのことである。また写真4.9、

4.10は下田市落合地区の落合沢である。幅20m、高さ70m、

土量1000m3、の規模で崩壊し、家屋全壊2戸、半壊2戸、 

死者2名の被害を出した。いずれの崩壊も山腹斜面麓部に厚 

く堆積した崖錐層で発生している。山腹斜面に降った多量の 

降雨が山麓の崖錐層にすみやかに流入し、崖錘層が短時間で 

飽和したために、これらの崩壊は発生したと考えられる。 

                      (笹原克夫) 

（図4.9）時間雨量の推移（下田市落合） 

 
時間 

（図4.10）時間雨量の推移（河津町筏場） 

 
時間 

（図4.11）時間雨量の推移（東伊豆町稲取） 

 時間 
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（図4.12）下田市、河津町の崩壊分布状況 
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（写真4.7）下田市志戸地区（正面） 

 

（写真4.9）下田市落合沢（崩壊域） 

（写真4.8）下田市志戸地区（崩壊源より見下す） 

（写真4.10）下田市落合沢（流走・堆積域） 
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（表4.1）最大積雪深（栃尾観測所） (cm) 

年  度 '80 '81 '82 '83 '84 '85 '86 '87 '88 '89 '90 

生  起 

月  日 
1/8 

2/7 
1/30 2/21 2/10 12/30 

12/31 

2/2 

3/1 2/4 2/4 

2/10 
12/17 2/2 2/20 

積雪深 160 58 60 98 48 37 66 40 45 50 115 

（表4.2）雪崩発生までの積雪気象状況（栃尾） （表4.3）降積雪状況（栃尾） 

 (観測地点標高845m 観測時刻8:00) 

日   時刻 降雪量(cm) 積雪深(cm) 

16   8:00  

       12:00 

       18:00 

－ 

15 

20 

 37 

 40 

 55 

 17    8:00  

       12:00 

     18:00 

40 

 5 

20 

 90 

 95 

107 

 18  8:00  

       12:00 

    18:00 

20 

－ 

－ 

110 

100 

 90 

日 天 候 最高℃ 最低℃ 積雪深cm 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

晴一時曇 

晴一時雨 

雪のち曇 

雪 

晴のち曇 

曇のち雨 

雨のち雪 

大雪 

雪 

1.9 -6.2 

5.9 -0.9 

1.0 -2.0 

2.0 -7.5 

7.4 -5.6 

8.1 -0.3 

0.0 -0.9 

-1.0 -2.0 

-1.1 -6.8 

   55 

   51 

  48 

  52 

  47 

  43 

  37 

  90 

 110 

 1つ目は弱層の存在を考慮した考え方である。すなわち、 

2月15日に気温が上昇し、最高8.1度、最低-0.3度までにな 

っており、標高差を考慮しても発生斜面でも気温はプラスに 

なったものと考えられる。また、15から16日には雨も降っ

ていることから、この時期に積雪表層にぬれざらめ層等の弱 

層が形成され、その後の16日から17日の降雪に対しすべり

面となったという考えである。 

 2つ目は特に弱層の存在を考慮しない考え方である。すな 

わち、遠藤は特に弱層の存在が無くても一定以上の降雪強度 

があれば、新雪自体の破壊強度を上回り表層雪崩が発生しう 

ることを示した。これによれば、斜面勾配45度の場合で1 

日当たり70cm以上の降雪があれば表層雪崩が発生する恐れが 

あるとしている。16日から18日にかけての降雪の状況をみ

るとと(表4.3)16日の午前中から降雪が始まり17日の18時 

まで時間当たりに換算して3cm程度の強い降雪か続いている。

発生時刻を含んだ16日18時から17日18時までの24時間の降

雪量の合計は65cmに達していることから、発生地点との標高 

差等を考えれば、表層雪崩の発生領域に含まれた可能性は十 

分考えられる。 

 今回の雪崩がどちらに相当するかは、発生時に詳しい雪崩 

断面観測等が行われていないこともあり、不明である。しか 

しながら、比較的短い期間の降雪によって雪崩が発生してい 

ることに留意する必要がある。(寺田秀樹) 

4.4 雪崩による災害とその考察 

 岐阜県上宝村で1991年2月17日（14時ないし15時）に発 

生した雪崩は、直接人家には被害を及ぼさなかったものの蒲 

田温泉の集落中に流下堆積し、一時は泊まり客等約60名が公 

民館に避難した他、県道槍ヶ岳一公園線が不通になり、蒲田 

温泉より上流にある新穂高温泉等で約千人が閉じ込められる 

など、社会的な影響が大きかったので、その発生要因につい 

て気象データを基に考察する。 

 この雪崩は大木場ノ辻(標高2,280m) の南～南東向きの 

比高差約1,000m、勾配約35～40度の長大斜面で、県道沿い 

約2kmの範囲に4箇所で発生している (図4.13)。正確な発生 

位置は不明であるが、石川らによると標高1.450mから、 

１,900mの高さで発生し、 無立木の凹斜面を流下し、 県道 

 (標高950m前後) を乗り越えた。 このうちの1つは、県道 

沿いにある蒲田温泉街を横過して停止堆積した。デブリに 

は直径20cmを越える流木の幹が含まれていた。前出の石川ら 

の報告によるとこの雪崩は面発生乾雪表層雪崩であった。 

 表4.1に発生箇所から3kmほど離れた観測所での最近10年 

間の最大積雪深を示す。今回の雪崩発生日から翌日の積雪深 

は90～110cmであるので、ほぼ1983年度の値に相当し、1980 

年度に次ぐ値であった。しかし、16日までの時点で40～60 

cmで推移し平年並みの状況であった。 

 表4.2に発生日まで1週間の積雪深と気温の状況を示す。 

これから、2つの発生機構が考えられる。 
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（図4.13）雪崩流下位置 

4.5 風倒木に伴う災害とその考察 

  平成3年9月27日に北九州地方を通過した台風第19号は 

広い範囲に暴風をもたらし、家屋の倒壊・損壊、果樹の落果、

樹木の折損・落葉、電力鉄塔の倒壊による大規模な停電等の

大きな被害が発生した。風倒木の発生は西日本を中心として

全国に渡っているが、その中でも、大分県、福岡県、熊本県

の3県で多く発生しており、特に大分県と福岡県の県境付近

において多く発生している。大分県における森林の被害面積

は、森林面積の約5％にあたる約2万3千haであり、福岡 

県では森林面積の約4％にあたる約1万4千haにのぼる。

被害額は両県合わせて約800億円と推定されている（大分、

福岡県の調査による）。特に、杉の生産で有名な日田市とそ

の周辺部では森林面積の約23％が被害を受けている。 

 風倒木が発生している急斜面の勾配では、樹木といっしょ

に表層土が滑落している場合があり（写真4.11）、これらの

土砂や倒木が河道に入っている例も見られる。また、風倒木

が河道内に倒れかかっている箇所もある（写真4.12）。これ

らが次期の出水により、土石流、土砂流および洪水とともに

下流へ流れ出して途中の橋梁等を閉塞すると、土石流、土砂

流および洪水が付近に氾濫して被害を増大させる。 

 このような土石流、土砂流および洪水とともに流下する流

木による災害を未然に防止するためには、まず、河道内や河

岸に倒れ込んでいる風倒木を除去することが重要である。現

在、このような風倒木の除去作業を建設省、林野庁および県

で進めているが、山地上流域の風倒木をすべて短時間に除去

することは極めて困難である。このため、土石流、土砂流に

よる災害を防止するとともに、流木による被害の拡大を防止

雪崩流下位置 
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 するために、危険が予想される渓流に流木止め付の砂防ダム 

の設置が必要とされており、現在、建設省、県で進められつ 

つある(表4.4)。また、風倒木地域における斜面崩壊、土 

石流、流木の発生を防止するためと山地の荒廃を防止するた 

めに適切な山腹工を実施することも必要と考えられる。 

                      (矢島重美) 

 

県      名 渓  流  数 工   種 事業費(百万円) 

福  岡  県 3渓流 砂防ダム4基  642 

大  分  県 12渓流 砂防ダム13基 2196 

計 15渓流 砂防ダム17基 2838 

（表4.4）台風19号による風倒木災害に関する災害関連緊急砂防事業 

(写真4.11 )  

風倒木とともに発生した斜面崩壊 

(大分県耶馬渓町□の林､山国川中流域) 

            (写真4.12)  

   河道内に横たわっている風倒木 

(大分県玖珠町山浦川、筑後川上流域) 
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第5章 施設の効果 

5.1  砂防施設の効果 

事例1 

地  先  名：栃木県日光市久次良 

渓  流  名：利根川水系鬼怒川支川大谷川支川田母沢 

土石流発生：平成3年8月 

原    因：台風12号による豪雨（連続雨量444mm、最大時 

      間雨量48mm/hr、初音雨量観測所） 

 日光華厳の滝を源とする大谷川の支川田母沢ではモッコ平 

砂防ダム（高さ14m、貯砂量26,000m3）、羽黒砂防ダム 

（高さ30.4m、貯砂量210,000m3）等5基の砂防ダムと下流 

流路工が既に完成しており平成3年度は羽黒第一砂防ダム 

（高さ14m、貯砂量24,500m3）を施工中であった。 

 台風12号によって活発化した前線の影響により日光地方で 

は8月19日から22日にかけて大雨となり田母沢の上流部で 

土石流が発生したがモッコ平砂防ダムでその一部が停止し、 

ダム下流を再浸食しながら流出した土石流も羽黒砂防ダムの 

堆砂地付近で停止した。このため下流の市街地等では全く被 

害が生じなかった。 

 この時の土石流のフロント部は5m以上もの高さで堆積し 

ており、砂防ダムによる貯砂、減勢効果がなければ相当な被 

害を生じたであろうと予想される。 

（写真5.1）下流保全対象 

 

（写真 5.2）モッコ平砂防ダム（出水前） （写真 5.3）モッコ平砂防ダム（出水後） 
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事例2 

地  先  名：神奈川県足柄下部箱根町畑宿 

渓  流  名：早川水系須雲川支川椿沢 

土石流発生：平成3年8月20日午後2時25分頃 

原    因：台風12号による豪雨（連続雨量520mm、最大時 

      間雨量122mm、宮城野観測所） 

 台風12号による豪雨は宮城野観測所で神奈川県観測史上最 

大の時間雨量122mmを記録し､箱根山の外輪山等で多くの土 

石流を発生させた｡中でも早川水系須雲川支川椿沢では本川お 

よび支川で土石流が発生したが、砂防ダムの効果により人命 

等の被害をまぬがれた。 

 椿沢本川の土石流は当時未満砂であった玉椿堰堤（S62完、

H＝14.5m）に補捉され9,000m3の貯砂量は約100m3を残す

のみとなった。また、玉椿堰堤下流で合流する支川の土石流

は、ほぼ満砂状態であった椿沢堰堤に洪水勾配で堆積するこ

とにより捉えられた。 

 これらの施設の直下流には、林間学校施設があり学生約 

200人が滞在していたことから、砂防施設により大惨事を回

避できたと言えるであろう。 

 また、下流には箱根新道（国道1号）や県道、集落等もあ

り、砂防施設が大変有効に働いたと言えるであろう。 

（写真5.4）椿沢堰堤堆砂状況 （写真5.5）椿沢堰堤 下流に見えるのが林間学校施設 

 

 

（写真5.6）玉椿堰堤堆砂状況 

(図 5.1) 
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5.2 地すべり防止施設の効果 

地  区  名：井戸地区地すべり 

所    在：長野県下伊那郡阿南町 

災害原因  ：平成元年8月27日～9月4日の台風17号とそ 

      れに続く秋雨前線による豪雨（連続雨量499mm）

発生年月日：平成元年9月3日 

地すべり規模：長さ180m、幅70m、移動土砂量70,000ｍ3 

 長野県下伊那郡阿南町井戸地区において平成元年8月27日

から9月4日にかけて、台風17号および秋雨前線による豪雨に

より、地すベりが発生した。人命や住家等に直接被害は無 

かったものの崩落土砂が斜面下方の入坂川を埋塞し、対岸の 

人家近くに達し、21戸82人を対象に1～3度の避難勧告が出さ

れる等、住民生活に大きな影響を及ぼした。 

 災害後ただちに災害関連緊急地すベり対策事業により対応 

し、排土工、集水井工、杭工等を実施した。工事が進むにつ 

れ警戒体制は縮小され（排土工に着手した平成元年10月まで 

体制は続けられた）平成3年度に工事は完成となり、斜面の

安定が図られ地すべり対策施設の効果が発現されている。 

（写真 5.7） 

地すべり災害発生時 

 

       （写真 5.8） 

地すべり対策工事完成後 
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（写真 5.10） 若宮1号（施設があつたため被害が防げたもの） 

 

連続雨量231mm、最大時間雨量23mmを記録した豪雨により、

神社境内の自然斜面が高さ10m、幅50mにわたって崩落した

が、待受擁壁工により大きな被害をまぬがれた。約80m3の崩

落土砂の一部は、擁壁を乗り越えて、直下の体育館に流入し

たものの、保全対象である約20戸の人家には被害を与えず施

設の効果が発揮された。 

（写真 5.9）若宮1号（施設があつたため被害が防げたもの） 

5.3  急傾斜地崩壊防止施設の効果 

地 区 名：福島県安達郡東和町若宮1号地区 

崩壊発生年月日：平成3年10月13日 

        崩壊の高さ10m、幅50m、勾配35°、 

        崩壊土量80m3 

 平成3年10月12日から13日にかけて台風21号の影響によ 

り福島県内の各地でがけ崩れが相次いだ。当地区においても 



44 

 

（写真 5.12）防護工 

5.4 雪崩防止施設の効果 

地  区  名 ： 新潟県西頸城郡青海町宮花町地区 

斜面の概要： 斜面高約120m､斜面長約220m､斜面幅約120m、

       平均斜面勾配35度 

施設の概要：予防柵工111基、防護工1基（L＝30m） 

保全人家戸数:12戸 

 当地区では雪崩による災害の発生はないものの、昭和61年 

2月には雪崩の恐れがあるため、地区住民に対し避難勧告が 

なされている。 

 そこで、昭和62年度から平成3年度までに予防柵工、防護 

工を施工し、災害の未然防止を図ってきた。それ以降、当該 

斜面からは、雪崩の発生はない。 

（写真 5.11）宮花地区斜面（冬季）
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6.2 被害状況 

 台風18号により県内各地で地すべり、がけ崩れ、護岸流失、 

道路損壊、床上・床下浸水等が生じ、2人の犠牲者を出した。 

また、三珠町など3町で集落が孤立した。西八千代郡六郷町 

神有地区では、9月19日11時30分頃地すべりが発生し、町 

道は通行止めとなり、神有･湯の岡台地区の110戸で県道への 

車両通行が不能となった。 

 この台風による六郷町の被害状況を表6.2に示す。 

（表 6.2）台風18号による被害（六郷町） 

人 的 被 害  0人 

住 家 被 害  0戸 

公共建物等 0戸 

そ の 他  

   田     0.4 ha  

   畑     1.0 ha  

   林地      1.6 ha  

    治山      0.05ha  

    道路     20箇所 

    河川      9 箇所 

    砂防      2 箇所 

    農排水路   9箇所 

被 害 総 額  4.2億円 

 (表 6.1 )  県内各地の雨量 －(9月18日～19日)－ 

観測所名 連続雨量 

南  部 452mm 

身  延 346mm 

上九一色 341mm 

山  中 309mm 

中  富 307mm 

富士吉田 259mm 

第6章 警戒避難体制の実態 
   ～神有地すべり（山梨県）～ 

6.3  神有地すべりの避難勧告と避難状況 

 西八千代郡六郷町神有地区で発生した地すべり（神有地す 

べり）の規模は、長さ200m、幅約100mで、推定移動土塊 

量は約15万m3であった。崩落した土砂は、斜面下方の町道お 

よび普通河川矢落沢を埋塞させた。 

 地すべり発生区域と避難対象となった地区を図6.1に示す。

避難状況 

9月19日 10 : 10 災害対策本部設置（六郷町） 

     11 : 30 地すべり発生 

         地元住民より連絡があり、消防団が出動 

         し監視に当たる。 

         西側斜面の一部が崩壊し、土砂は町道で 

         止まる。規模は不明。 

     14 : 00 二次崩壊（全体） 

     16 : 10 会社、神有地区避難勧告  10世帯 

9月20日  17 : 00 一時帰宅 

9月21日      アドバイザー2名が現地調査し、応急対 

         策と警戒避難等について指示 

9月22日  15 : 00 神有地区の避難勧告を解除 

         会社地区の避難勧告を避難準備指示に切 

         り替える。 

10月1日  13 : 40 会社地区5世帯に対し、避難勧告 

         （土塊が動き、降り始めからの雨量が70 

          ㎜に達し、連続雨量も今後80㎜を超え 

          ると予想されたための措置） 

     15 : 00 神有地区5世帯（16人）に避難勧告 

10月2日  9 : 00 神有地区5世帯が一時帰宅 

     17 : 00 神有・会社地区の避難勧告継続 

10月3日  9 : 00 神有・会社地区の避難勧告解除 

10月7日 15 : 30 会社地区5世帯（22人）に避難勧告 

         （降り始めからの雨量が75mmとなり、

          連続雨量も今後80mmを超えると予想さ 

          れ、日没前での措置） 

10月8日 16 : 00 会社地区の避難勧告解除 

6.1 気象状況 

 大型で並の強さの台風18号は、本州の南岸に停滞している

秋雨前線の活動を活発させた。このため、山梨県内では平成3

年9月18日未明の降り始めから次第に風雨が強くなり19日

11時頃にかけて強い雨に見舞われ、特に19日5時頃から県内

各地で時間雨量が20㎜を超える激しい雨が観測された。 

 県内各地の雨量を表6.1に示す。 
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る必要があるとした。 

 その後、9月30日から10月1日にかけて連続雨量94mm、 

最大時間雨量10mmの降雨があり、また10月5日から8日に 

かけて連続雨量91mm、最大時間雨量17.5mmの降雨があり、 

その都度避難勧告が出された。 

 応急対策として、伸縮計（警報機付き）が4基設置され、 

10月1日に完成したが、1基はその後使用不可能となった。 

また、地すべり区域内への雨水等の流入を防ぐための仮排水 

路およびフトン籠によるダム工が10月21日に完成した。

 恒久対策では、山梨県により災害関連緊急地すべり対策事 

業（総事業費1,475,700千円）として、集水井、アンカー工、

鋼管杭工、および沢部にダム工等が行われることとなった。

（図6.1）地すべり発生区域及び避難対象となった地区 

 地すべり発生地点下流200mには会社地区（5世帯22人） 

およびＪＲ身延線があり、二次災害の危険が非常に高いと思

われた。このため、9月20日夕刻、山梨県では初めてアドバ 

イザー制度の適用を建設省に要請した。これを受けて、渡正

亮地すべり学会会長、吉松弘行建設省土木研究所地すべり研

究室長の2名のアドバイザーが、翌21日に現地派遣された。

現地調査後、渡代表アドバイザーから山梨県土木部砂防課長

に対し、地すベりおよびそれに伴う河道埋塞の今後の動向、

当面の応急対策、二次災害の危険性とその対策工法、今後の

調査および警戒避難体制についてアドバイスを行った。警戒

避難については、時間雨量20mm、または連続雨量80mmを一 

応の目安として会社地区に避難勧告する必要があるとし、伸

縮計移動量4mm/hを基準として地域内の立ち入りを規制す 
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第7章 雲仙普賢岳火山災害の実態 

7.1  火山活動と災害の歴史 

 雲仙岳（図7.1）は九州西部の島原半島のほぼ中央に位置 

し東西約16km南北訳約15kmの広がりをもつ火山群であり、

粘性の高い安山岩質－デイサイト質マグマの噴出の結果形成 

された多数の溶岩円頂丘、厚い溶岩流および一部成層火山体 

から構成されている。 

 1663年の噴火では普賢岳の北東斜面から幅約100mで溶岩 

が流出し（古焼溶岩）、約1km流下して止まった。 

 1792年2月には普賢岳の山腹から幅約200m～300mで溶 

岩が流出し、谷に沿って約30～35m/日の速度で4月20日ま 

でに約2km流下して止まった。5月21日には突如大地震が発 

生し、4月に地すべりの生じていた場所を中心に眉山で山体 

崩壊が発生した。0.34km3におよび崩壊した山体は岩屑流 

として有明海に流れ込み、土砂は沿岸を埋没した。さらに高 

さ10mにもおよぶ津波が3回発生し対岸の熊本県側の海岸部 

を襲った。この岩屑流および津波により約14,500の死者が 

発生した。 

 そして約200年ぶりに1990年11月17日、雲仙普賢岳山頂東 

側の地獄跡火囗と九十九島火囗で噴火が始まった。 

（図7.1） 雲仙普賢岳位置図 
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（写真7.2）5／15土石流 

 

 

（写真7.1） 

7.2 火山活動と災害の状況 

（1）噴火初期 

 1991年2月12日普賢岳山頂付近の●風岩火口で噴火が始 

まり多量の火山灰を噴出した（写真7.1、図7.2）。この火山 

灰は山頂付近では厚い所で約1.5mも堆積し、浸透能の低下 

等により土石流の発生する危険性が高まった。相次ぐ降雨に 

より5月15日、19日、20日、26日と土石流が繰り返し発生 

したが（写真7.2）、土石流監視装置、除石ならびに下流の 

流路工や河川工事による河道断面の確保が効果を発揮し、さ 

らに住民の避難や土石流に対する対応も比較的スムーズに行 

われたこともあって土石流による死者はなく、橋梁等に被害 

が生じたのみであった。 

 

（図7.2）降灰堆積厚分布図（1991年3月10日調査、単位:cm） 
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（2）溶岩ドームの出現と火砕流の発生 

 5月20日になって地獄跡火口に溶岩ドーム（第1ドーム） 

が現れた（写真7.3）。この溶岩ドームは日毎に成長して、

24日には火口東側の水無川本川源頭部に溶岩の一部がこぼれ 

落ち始めた。これが今回の火砕流の開始であり、その後連日、

ごく小規模の火砕流が頻発している。 

（写真7.3）5/23  

 

（写真7.4）5/28  
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(写真7.6 ) 
（写真7.5）6月3日 

 

 

（図7.3）6月3日に発生した火砕流の堆積範囲 

(3) 6月3日および6月8日の火砕流とその被害 

   5月26日、29日には水無川でやや大きな火砕流が発生し 

(写真7.4)、水無川流域の人家まで約200mのところまで熱 

風部が到達した。このため水無川本川の谷の出口に近い島原 

市北上木場町等では火砕流と土石流を警戒して避難勧告が出 

された。 

 6月3日にはそれまでで最大規模の火砕流が発生し､谷の出口 

にあった北上木場町および南上木場町の一部を襲い死者･行 

方不明者43名、負傷者10名、焼失･全壊家屋49棟という大参事 

が発生した（図7.3、写真7.5、表7.1）。火砕流の本体部お 

よび熱風部は、それぞれ火口から約3.6kmおよび約4.5kmま 

で流下し、火砕流の土砂および熱風による影響範囲は約3.3 

km2に達した（写真7.6）。 

 その後第1ドームの崩落した跡に第2ドームが出現して成 

長を続けた。この第2ドームの大部分が崩落して､6月8日にはそ 

れまでで最大規模の火砕流が発生し､火砕流の本体部は水 
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(写真7.7 ) 

する温度および夕イヤの着火温度から谷の出口付近での熱風 

部の温度は約400℃以上はあったものと考えられる（写真 

7.8）。また、樹木やコンクリート電柱の倒れ方、裏返しにな 

った自動車等を考慮すると、6月3日の火砕流では谷の出囗 

付近で風速50～70m/秒に匹敵する風圧が働いたものと推定 

される（写真7.9）。 

無川沿いに流下して河道を土砂で埋め、火口より約5.5km下 

流の国道57号付近まで到達した（図7.4、写真7.7）。この時 

の火砕流の本体部の土砂および熱風部による影響範囲は約 

6.0km2に達し､火砕流による焼失･全壊家屋はさらに72棟増加し 

た。空中写真測量より、6月3日および6月8日に発生した 

火砕流による堆積土砂量（流下土砂量）はそれぞれ約250万 

m3、約350万m3と推定される（図7.5、表7.2）。木材が着火 

 

（図7.4）6月8日に発生した火砕流の堆積範囲 
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＊5月24日（火砕流の発生開始）からの期間 

(写真7.8 ) 

 

期      間 
5月16日～ 

5月28日 

5月28日～ 

6月4日 

6月4日～ 

6月16日 

6月16日～ 

7月8日 

7月8日～ 

7月28日 

7月28日～ 

9月8日 

9月8日～ 

9月22日 

5月16日～ 

9月22日計 

9月22日～ 

11月25日 

11月25日 

～2月19日 
合計 

計測期間（日間）   4＊ 7 12    22    20    42    14   121 64 86 271 

上流部 0.6-1.7km 

中流部 1.7-3.3km 

下流部 3.3-5.6km 

 50 

  0 

  0 

250 

 50 

  0 

  90 

 260 

  50 

  520 

   0 

 －20 

  350 

   0 

   0 

  620 

   0 

   0 

   50 

   0 

   0 

1,930 

 310 

  30 

水無川 

 本川 

 

(万m3) 

小計  50 300  400   500   350   620    50 2,270 

上流部0.5-2.2km 

中流部2.2-3.5km 

下流部3.2-5.8km 

  0 

  0 

  0 

  0 

  0 

  0 

   0 

   0 

   0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

  270 

  10 

   0 

  260 

  130 

  150 

  530 

  140 

  150 

おしが谷 

(水無川 

左支川) 

(万m3) 

小計   0   0    0     0     0   280   540   820 

   

水無川  計 （万m3）  50 300  400   500   350   900   590 3,090 1,440 1,870 6,400 

水無川 累計（万m3）  50 350  750 1,250 1,600 2,500 3,090 3,090 4,530 6,400 6,400 

主要な火砕流による 

 堆積土砂量 （万m3） 

5月26日 

；30 

6月3日 

；250 

6月8日 

；350 
― ― 

8月26日;80 

9月6日;100 

9月15日 

；400 
    

備      考 4月24日発表 8月7日発表  10月9日発表 
1日当り 

約26万m3 

溶岩ﾄﾞｰム直下の崖錘堆積物 

の増加量を測定(国土地理院) 

1日当たり 

約24万m3 

（表7.2）火砕流による堆積土砂量 

注）死者には行方不明者も含む（1992年3月10日現在） 

人的被害 （人） 家屋の被害 （棟） 
種  別 

発生月日 

(1991年) 
河川名 

死者 負傷者 住家 非住家 

5月29日 水無川  0  1  0   0 

6月3日 水無川 43 10 49 130 

6月8日 水無川  0  0 72 135 
火砕流 

9月15日 水無川  0  0 53 165 

5月15日 水無川  0  0  0   1 

水無川  0  0 78  78 土石流 
6月30日 

湯江川  0  1 15  17 

合  計 43 12  267 526 

(表7.1  火砕流・土石流による人命・家屋への被害) 



53 

(写真7.9 ) 

（図７.5）火砕流による土砂の流下・堆積 
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（図７.6）雨量の堆移と土石流の発生 

 

 

(4) 6月30日発生の土石流による災害                 により国道57号付近まで埋っていたため、赤松谷川と水無川 

 雲仙岳測候所では最大時間雨量および6月30日の日雨量は      左支川から流下してきた土石流は合流後水無川の河道の左岸 

それぞれ64mm、188mmに達した。このため土石流が水無川と      側(相対的に低い)に集中して扇状地上を流下した(写真7. 

湯江川で発生した(図7.6)。                       10)。空中写真判読によれば土石流による新たな土砂氾濫範囲 

 6月30日時点では水無川の河道は6月8日の火砕流堆積物        ほ約35万m2で堆積した土砂量は約38万m3である。 
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(5）おしが谷に発生した火砕流 

 8月中旬になると新しい溶岩ドームの成長に伴う溶岩塊の 

崩落により北東斜面（水無川左支川であるおしが谷）にごく 

小規模な火砕流が発生し始めた。8月26日、および9月6日 

にはおしが谷でそれまでで最大規模の火砕流が発生した（写 

真7.11） 

 9月15日おしが谷で最大規模の火砕流が発生した（写真 

7.12）。この火砕流は垂木台地にぶつかり、方向を右に変え 

て流下し、水無川本川に合流した後、本体部は左に進路を変 

え水無川本川に沿って流下し火口から約5.8km下流の白谷橋 

付近に到達した。一方、熱風部は本体部と同様に右に進路を 

変えて流下し、水無川本川に合流した後、本体部とは違って 

（写真7.11）8/26  

(写真7.12)

 



56 

(写真7.13)

 

（図7.7）9月15日に発生 

ほぼそのまま直進し、幅約900m、最大長さ約600mで拡散   による堆積土砂量（流下土砂量）はそれぞれ約80万m3、約

し、島原市上木場地区および深江町の大野木場地区を襲った   100万m3、約400万m3と推定される（図7.8）。 

（図7.7、写真7.13）。被害のあった区域は警戒区域となっ     火砕流の堆積土砂量と火砕流の到達距離の関係を図7.9に 

ていたため人的な被害はなかったが、本体部土砂および熱風    示す。図7.9より火砕流の流下土砂量が多いほど火砕流の先 

部により多くの家屋が焼失した（表7.1）。空中写真測量よ   端は下流に到達する傾向が認められる。 

り、8月26日、9月6日および9月15日に発生した火砕流 
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（図7.9）主要な火砕流の堆積土砂量とその到達距離 

 

 

 

(図7.8) おしが谷における火砕流の土砂流下・堆積 



58 

(写真7.15)  

(写真7.14)  

（6）3月1日および3月15日に発生した土石流 

  1992年3月1日および15日には前線の活発化に伴う豪雨 

により水無川で土石流が発生した。3月1日および15日の豪

雨の最大時間雨量及び連続雨量は雲仙岳測候所でそれぞれ32 

mm/hr、 44mm、 26.5mm/hr、71mmであった。これらの土石流 

における土砂の流れは掃流に近い土砂流であり、水無川本川 

を流下し国道57号付近で旧流路を流下したものと左岸に氾濫 

して、1991年6月30日の土石流の氾濫域上を安徳町方向に 

直進したものに分けられる。これらの土石流は主としておし 

が谷から発生した土石流が水無川中流域・下流域で発達した 

もので（写真7.14）、土砂の大部分は水無川本川の中流域

（国道57号下流付近）と左岸の6月30日の土石流氾濫域に 
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おける局部的な浸食により発生しており、旧流路を流下した      噴火により多量の降灰あった1991年2月12日以降の雲仙 

土砂は国道251号付近の流路内に堆積し、左岸に氾濫した土     岳測候所における最大1時間雨量、連続雨量（中断時間は3 

砂流は局部的な浸食と堆積を繰り返しながら流下した（写真      時間）とその期間における水無川流域における土石流（土砂 

7.15）。左岸を流下した土砂流により下流の国道251号、島      流）の発生・非発生の関係を（図7.11）に示す。 

原鉄道は土砂の氾濫により交通を阻害された（図7.10）。 

（図7.10）3月1日に発生した士石流と2月末における火砕流の堆積範囲 

（7.11）土石流の発生と降雨量 
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(図7.12)

7.3 警戒避難体制の実態 

 1991年5月から発生し続けている火砕流による堆積土砂        平成2年以来の火山活動･土石流の発生と市･町･住民の対 

量は1992年2月には約6,400万m3に達しており、溶岩は現在     応について警戒避難体制の面でとりまとめたものが表7.3で 

も一日当たり約30万m3供給されている。このため比較的大き     ある。なお、この表には土石流等の監視のためのワイヤーセ 

な火砕流の発生の危険性は依然として残っており、島原市お    ンサーの設置を含めた砂防対策等の実施状況も示した。この 

よび深江町は水無川流域のほぼ全域および中尾川流域の一部    中で、6月8日の火砕流においては、直前に作成された火山 

を警戒区域、避難勧告区域に指定しており、自主避難の周辺    災害予想区域図（図7.12）に基づき、あらかじめ避難がな 

住民を含めて約8千人の人々が避難している。            されており、3日の火砕流のような人的被害を避けることが 
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(図7.13)  

できたことが特筆される。                    することが、今回の災害ではまざまざとみせつけられた。 

 平成4年2月12日時点で、警戒区域は島原市で13町、深       火山噴火に伴う土砂災害の対応に当たっては正確な情報を 

江町で3地区の合わせて698世帯、3,002人、また避難勧告     迅速に得るための監視、観測装置の整備が不可欠である。ま 

区域は同19町、4地区の1,251世帯、4,614人で、合計    た、早急に住民の生命の安全を確保するためには、土石流や 

1,949世帯、 7,616人に及んでいる（長崎県災害対策本部）。     火砕流の災害予想図を作成することが望まれ、これを用いた 

図7.13にこの時点で警戒・避難勧告区域の設定状況を示す。    警戒避難体制を整備することが重要である。 

このように火山災害は広範囲かつ長期間に人々の生活を阻害 
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（表7.3）火山活動およびこれまで実施した砂防事業等 

  月  日 火山活動･土石流 砂防対策等 市･町･住民の対応 月 日 火山活動･土石流 砂防対策等 市･町･住民の対応 

 

H2.7.   

 

11.17 

 

 

11.22 

 

H3.2.12 

2.26 

 

  3.11 

 

 

  3.29 

 

4. 9 

4.18 

 

 

5.15 

 

5.16 

 

 

5.17 

 

5.18 

5.19 

 

 

 

 

 

5.20 

 

 

5.21 

 

  5.24 

 

 

 

5.26 

 

 

 

 

5.27 

 

 

5.28 

 

5.29 

 

5.30 

 

5.31 

6. 1 

 

6. 3 

 

6. 4 

 

 

 

6. 6 

 

 

 

6. 7 

 

 

地震・火山性微動 

 

雲仙岳､198年ぶりに噴火 

 

 

 

 

噴火 火山活動活発化 

 

 

 

 

 

 

 

噴火 

 

 

 

水無川に最初の土石流発 

生､ワイヤーセンサー作動 

 

 

 

 

 

 

水無川のワイヤーセンサ 

ーが作動 

島原市橋梁2基流失 

 

 

 

土石流発生 

地獄跡火口の中に溶岩ド 

ーム出現 

土石流発生 

溶岩ドームが分離 

最初の火砕流が発生。 

 (約1km流下) 

 

 

火砕流が断続的に発生 

 

 

 

 

火砕流が断続的に発生 

 

 

火砕流が多発 

 

下流人家まで約 200mに  

せまる火砕流発生 

火砕流が多発 

 

 

 

 

16:08を中心に大規模な 

火砕流が発生。 

 

 

 

長崎県災害警戒本部設置 

長崎県島原地方本部設置 

島原市災害対策本部設置 

 

 

 

市・眉山崩壊特別避難計 

画作成 

雲仙岳緊急火山対策検討 

委員会設置 

ワイヤーセンサー2基設 

置（水無川・赤松谷川） 

 

 

砂防ダム2基除石完了 

 （水無川、赤松谷川各1 

 基計約5,000m3） 

 水無川河口から国道57号 

 までの間の土石流による 

 埋塞土の排土実施 

 火山泥流抑制工として砂 

 防ダム5基の新設を決定 

 既設砂防ダム5基の緊急 

 除石に着手（約3万m3） 

 ワイヤーセンサー復旧完了 

 水無川河口から国道57号 

 までの間（約2km）の土 

 石流による埋塞土の排土  

実施 

 

 

 

 

 

ワイヤーセンサー復旧完 

了 

砂防ダム除石、水無川 

1基完了（約5,000m3） 

 

 

 

 

 

 

 

河道累積堆積土約 8万  

m 3の う ち 約 7万 8千 m 3  

排土完了 

雲仙岳緊急火山対策検討 

委員会現地視察 

（島原市､深江町に災害救 

助法適用） 

 

 

口ボット雨量計1基設置 

災害対策関係省庁連絡会 

議 

災害対策関係省庁連絡会 

議 

水無川災害予想区域図① 

の提示 

第1回非常災害対策本部 

会議 

第2回非常災害対策本部 

会議 

 

 

火砕流、土石流監視シス 

テム（監視カメラ、雨量 

計等）を 6月 7日から 2 

週間程度で設置。 

 

 

 

`` 

 

 

 

 

火 山 周 辺 2k m以 内  

立ち入り禁止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

島原市、深江町避難 

勧告 

 

 

 

 

 

 

島原市災害対策本部 

設置 

深江町災害対策本部 

設置 

水無川流域の住民が 

避難 

 

 

 

住民避難 

 

島原市、深江町の住 

民避難 

(長崎県災害対策本 

部設置) 

島原市、深江町の住 

民避難 

島原市避難勧告 

火砕流により負傷者 

1名 

 

 

 

 

 

 

 

島原市、避難勧告の 

延期を決定 

 

島原市、避難勧告を 

一部解除 

火砕流により死傷者 

知事、自衛隊派遣要 

請 

 

 

 

 

島原市、警戒区域を 

指定 

島原市、水無川の災 

害予想区域図を公表 

島原市、警戒区域を 

追加 

深江町、警戒区域の 

指定 

深江町、避難勧告 

 

  

6. 8

6. 9

6.11

 6.12

6.11

 6.13

 6.28

 6.30

 7.22

 8.12

 8.15

 8.25

 8.31

 9. 3

 9. 8

 9.15

 9.20

 10.14

 11. 5

 11.19

11.下旬

 12.3

 1.3

 3.1

 3.15

 3.16

  3.21

 3.24

 

19:51を中心に大規模な 

火砕流が発生。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

噴石を伴う爆発性噴火 

 

 

 

 

 

 

大規模な土石流発生 

 

 

噴石を伴う噴火 

新ドーム確認 

おしが谷方向へ火砕流発 

生、以降同方同への火砕 

流頻発 

 

 

 

 

 

おしが谷方向から水無川                                                             

本川に向い過去最大の火 

砕流発生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤松谷左支川に火砕流発 

生、1月中旬頃まで頻発 

第6ドーム確認 

赤松谷左支川に火砕流発 

生民家まで約300mの距 

離に到達 

水無川で土石流発生 

 発生雨量28.0mm 

 時間最大雨量31.0mm 

水無川で土石流発生 

 発生雨量88.0mm 

 時間最大雨量34.0mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

中尾川、湯江川にワイヤ 

ーセンサーの設置を決定 

中尾川災害予想区域図② 

の提示 

 

 

 

 

 

火砕流、士石流災害予想 

区域図③の提示 

 

投下型センサー3基ヘリ 

により投下設置 

 

 

 

 

 

 

おしが谷災害予想区域図 

④の提示 

 

 

 

 

 

おしが谷災害予想区域図 

⑤の提示 

水無川河道排土 99,000 

m3完了 

水無川河道排土 41,000 

m3着手 

水無川河道排土 36,400 

m 3完了(島鉄－広域農道 

間) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遊砂池2基と水路工の設 

置が災害関連緊急砂防事 

業で決定した。 

災害関連緊急砂防事業に 

より湯江川砂防ダム1基 

を着工した。 

災害関連緊急砂防事業に 

より水無川1号遊砂池お 

よび水路工を着工した。 

 

島原市、避難区域17

地区の全域を警戒区

域に指定。 

島原市、避難勧告 

深江町、警戒区域を

指定。 

深江町、避難勧告 

島原市、中尾川・湯

江川の災害予想区域

図を公表 

 

 

水無川河口、海上半

径 2 . 5 k mを 警 戒 区

域に設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

島原市、南千本地区

に避難勧告 

 

 

島原市、千本木地区

災害予想区域図公表
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② 台風19号による大量の風倒木被害は次期出水において、土石流、 

 流木災害等の二次災害の発生の恐れがあるだけではなく、長期に 

 わたって出水ごとに同様な災害を繰り返し発生させる恐れがある。 

  また、今後林業の担い手の減少等によって間伐ができないなど 

 の理由で森林が強風に弱い構造になる傾向が強まれば、風倒木が 

 発生しやすくなり、土砂災害の中で流木を伴った災害が増大して 

 いくと予想される。 

③ 雲仙普賢岳の火山活動に伴う火砕流や土石流は、長期にわたっ 

 て継続して発生している。直接被害を受けた住民だけでなく、一 

 時は一万人をこえる住民が避難し、平成4年に入ってもなお、約 

 8千人の住民の避難が続いている。これは昭和61年の伊豆大島の 

 火山噴火災害を大きく上回る被害形態で、近年の火山災害史上例 

 を見ない災害となっている。 

  また、対策についても災害対策基本法第63条に基づく警戒区域 

 の設定がなされる程の危険な状況が続いており、ハード対策を補 

 完するため土石流センサーや監視カメラの設置などソフトな対策 

 の整備が進められた。 

④  9月10～11日に伊豆半島南部で発生した土石流、がけ崩れな 

 どの災害は典型的な集中豪雨によるもので、下田市と河津町の降 

 雨量が隣接地域に比べて格段に大きく、依然としてこのような局 

 地的な災害の予測の困難さを認識させられるものであった。 

⑤ 土石流の発生件数は雲仙普賢岳関係の火砕流も含めて2,879件 

 であり、死者・行方不明54名で、昨年に比べて人的被害は1.9倍 

 となった。 

⑥ 地すべり発生件数は122件と昨年をやや下回った。また一昨年、 

 昨年に続いて死者1名、負傷者3名の人的被害が発生した。 

⑦ がけ崩れの発生件数は599件で、死者・行方不明者は12名で昨 

 年に比べ減少した。 

 この「土砂災害の実態」も昭和57年の土砂災害をまとめたものが 

最初で、平成3年の土砂災害をまとめた今回のものでちょうど10年 

間土砂災害の記録をまとめ続けたことになる。 

 この間、昭和57年の長崎大水害、昭和58年の山陰水害、日本海 

中部地震、三宅島の噴火、昭和59年の長野県西部地震による御岳山 

の大崩壊に伴う土石流災害、昭和60年の長野市地附山地すベり災害、 

昭和61年の新潟県能生町の雪崩災害など災害史上に残る大きな災害 

が発生し、それらについて本册子は記録としてとりまとめてきた。 

10年目にあたり、この記録について今後とも土砂災害対策について 

役立てていただくことを祈念して、今回のまとめとしたい。 

  平成3年に発生した土砂災害をまとめると次のとおりである。 

  平成3年は気象的にみると1月から7月にかけては、冬は暖冬で 

全体的には少雪、梅雨期も期間は長かったが全体的には雨は少なく、 

特に大きな雨もなかった。このような気象をうけて梅雨期まで雲 

仙・普賢岳での6月30日の大規模な土石流をはじめ一連の土石流の 

発生以外には、大きな災実はなかった。8月から12号にかけては、 

7月29日の台風9号も含めて、9個の台風が連続して本土に接近ま 

たは上陸し影響を与えた。これによる災害は、人的被害という面で 

は、特に大きなものはなかったが、台風12号による東京都多摩郡多 

摩町のがけ崩れ災害で、死者・行方不明者4名という被害が発生し 

ている。また、土砂災害による人的被害は、ほとんどなかったが、 

昭和29年の洞爺丸台風以来という強風をともなった台風19号によ 

り、全国的に風倒木被害が発生し、次期出水期には流木災害発生の 

恐れがあるという事態が生じた。また台風にともなう豪雨等による 

災害以外では、9月10日に典型的な局地的集中豪雨が、伊豆半島南 

部を襲い、下田市他2町で土石流が発生し、死者4名、家屋被害29 

棟、伊豆急行の軌道埋没等という大きな被害が発生した。 

 平成3年の土砂災害は、そのほとんどがやはり雲仙・普賢岳に関 

係するもので、全発生件数の80％近くを6月3日、8日、9月15 

日の大規模な火砕流、6月30日の大規模な土石流はじめ雲仙・普賢 

岳の火山活動にともなって発生した火砕流や土石流によるものが占 

めた。その他、桜島などで火山活動にともなう土砂災害が発生した 

が、阿蘇山は、平成2年に続いて噴火による災害は発生しなかった。 

 また、外国でもフィリピンで今世紀最大といわれるピナツボ火山 

の噴火により死者･行方不明者約900名、被災者約120万人、家屋全 

半壊約11万戸という極めて大きな災害が発生した。 

 次に平成3年に発生した災害およびそれを発生させた気象現象等 

を分析すると以下のとおりである。 

① 災害を発生させた気象の面では、台風の影響が平成2年に続い 

 て大きく、平成2年は観測史上最多の6個が上陸したが、平成3 

 年も9個の台風が上陸または接近し災害を発生させた。伊勢湾台 

 風や第2室戸台風並みの勢力をもって平成2年台風19号は本土に 

 上陸し、全国的に大きな被害をもたらしたが、平成3年台風19号 

 も洞爺丸台風以来の強風をもたらした台風で、大量の風倒木や送 

 電施設の破損等大きな被害を発生させた。 

  近年、超大型台風の上陸がなく、台風による災害も少なくなっ 

 ていたが、平成2年、3年と続いて大型の台風が上陸し、大きな 

 被害が発生したことになり、この傾向が続くかどうか懸念される。 

第8章  まとめ 
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昭和57年～平成2年「土砂災害の実態」に掲載した災害実例 

 

掲載号 

 

災 害 名 災害発生場所 災害発生原因 
 

 
掲載号 災 害 名 災害発生場所 災害発生原因 

 

1982 

(S.57) 

 

長崎災害 

土石流 

 

がけ崩れ 

 

和田地すべり 

峰村地すべり 

 

 

長崎県 

三重県 嬉野町 

静岡県 修繕寺町 

奈良県 桜井市 

神奈川県 三浦市 

奈良県 西吉野村 

静岡県 金谷町 

 

 

7月豪雨  

台風10号 

台風18号 

台風10号 

台風18号 

台風10号 

台風18号 

 
1987 
(S.62) 

 

土石流 

がけ崩れ 

 

山際地すべり 

中島地すべり 

山林焼失 

土石流 

 

山形県 温海町 

山形県 温海町 

秋田県 鹿角市 

大分県 大山町 

新潟県 牧村 

愛媛､山形､長野県他 

ヴエネズエラ 

ペルー 

 

8月集中豪雨 

8月豪雨 

融雪 

梅雨 

融雪 

山火事 

集中豪雨 

降雨 

 

1983 

(S.58) 

 

島根災害 

土石流 

 

がけ崩れ 

 

イ夕ノ地すべり 

円行寺地すべり 

水田埋没 

三宅島噴火 

山林焼失 

 

島根県 

山梨県 川□湖町 

長野県 波田町 

千葉県 勝浦市 

岡山県 玉野市 

徳島県 池田町 

新潟県 浦川原村 

秋田県 男鹿市 

東京都 三宅村 

岩手県 大槌町 

 

7月豪雨  

台風 5号 

台風10号 

台風 5号 

台風10号 

台風10号 

融雪 

日本海中部地震 

三宅島雄山噴火 

山火事 

 
1988 
(S.63) 

 

土石流 

 

 

 

石原地すべり 

大平地すべり 

がけ崩れ 

 

地すべり 

 

熊本県 矢部町 

愛媛県 吉田町 

広島県 加計町 

島根県 浜田市 

岐阜県 宮村 

沖縄県 浦添市 

高知県 高知市 

千葉県 木更津市 

モーリシャス 

 

集中豪雨 

梅雨前線豪雨 

梅雨前線豪雨 

梅雨前線豪雨 

豪雨 

豪雨 

梅雨前線 

8月豪雨  

サイクロン 

1984 

(S.59) 

土石流 

がけ崩れ 

 

 

蓬平地すべり 

滝越地すべり 

長野県 王滝村 

福井県 高浜町 

熊本県 五木村 

沖縄県 西原町                                                                       

新潟県 長岡市 

長野県 王滝村 

長野県西部地震

融雪 

梅雨 

台風10号 

5月融雪 

長野県西部地震 

 
1989 

 (H.1) 

 

土石流 

 

藤倉地すべり 

丸尾地すべり 

がけ崩れ 

地すべり斜面崩壊 

 

岐阜県 谷汲村 

愛知県 旭町 

新潟県 松之山町 

長崎県 魚目町 

千葉県 東金市

アメリカ合衆国 

 

9月豪雨 

東加茂豪雨(台風22号) 

融雪 

豪雨 

豪雨 

地震  

1985 

(S.60) 

 

土石流 

 

がけ崩れ 

 

 

遅沢地すべり 

玉の木地すべり 

地附山地すべり 

 

長野県 信濃町 

山□県 山□市 

神奈川県 逗子市 

佐賀県 江北町 

鹿児島県 児玉市 

福島県 福島市 

新潟県 青海町 

長野県 長野市 

 

7月豪雨 

梅雨前線豪雨 

梅雨 

梅雨 

台風13号 

台風 6号  

融雪 

梅雨 

1986 
(S.61) 

土石流 

がけ崩れ 

 

小舟地すべり 

平地すべり 

雪崩 

京都府 南山城 

鹿児島県 鹿児島市 

宮城県 気仙沼市 

長崎県 佐世保市 

宮城県 村田町 

新潟県 能生町 

7月豪雨 

梅雨 

台風10号 

梅雨前線豪雨 

台風10号 

雪崩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1990 

 (H.2) 

 

土石流 

 

沢口地すべり 

木浦原地すべり 

がけ崩れ 

 

降灰･泥流･土石流 

 

熊本県一の宮町 

鹿児島県 瀬戸内町

新潟県 浦川原村 

長崎県 世知原町 

岡山県 岡山市 

北海道 南茅部町 

インドネシア共

和国 

 

九州中北部豪雨(梅雨前線) 

奄美大島豪雨(台風19号) 

融雪 

豪雨 

台風19号豪雨 

豪雨 

クルー火山噴火 
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