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は じ め に 

 この｢土砂災害の実態｣は平成7年(1995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7年は、年明け早々に兵庫県南部地震が発生し、未曾有の大災害(阪 

神･淡路大震災)となりました。この災害による死者は約6,300名に上り、そ 

の多くは大地震特有の火災、倒壊等によるものでしたが、西宮市仁川地区の 

地すべりのように地震で直接発生した災害による34名の死者も含まれてい 

ます。このような直接的な土砂災害もさることながら、地震による斜面の劣 

化等により、土石流、がけ崩れなどのいわゆる2次災害の発生が懸念されま 

した。このため、専門家からなる｢地すべり等緊急支援チーム｣が直ちに派遣 

され、土砂災害の危険性のある約1,200箇所について調査されたところであ 

り、これを契機として大災害ではボランティアの活用が特に重要との認識を 

もとに、各地に砂防ボランティアが結成され、斜面判定士が生まれています。 

 一方、7月には北信越地方において多くの土石流等が発生するとともに、 

姫川本川で相当な河床上昇や河岸洗掘が起こり、鉄道、道路等に大規模な被 

害を被りました。このような河道への大規模な土砂流出は淀川治水から始ま 

った近代砂防事業の進捗に伴い、近年ではまれな災害形態でありました。こ 

の災害は幸いにも死者が発生しておらず、土石流対策等の効果が示されたと 

言えますが、このような地先の対策とあわせて、水系砂防の観点からの対策 

が重要であることを改めて認識する機会となりました。 

 当センターでは｢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、対策工事と同様に警戒避難体制の重要性が認識され 

ており、この｢土砂災害の実態｣により、土砂災害についての認識を深めて 

いただき、土砂災害対策をよりいっそう推進して頂くことを願っております。 

今後とも関係各位のご協力を得て、より良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7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頂きました建設省、都道府県ならびに関係 

各位に対し、厚くお礼申し上げます。 

平成8年5月 

財団法人 砂防・地すべり技術センター 
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第1章  土砂災害の概要 

 平成7年の土砂災害等の発生状況は、表-1.1の通りであ 

り、全国で893件が報告されている。 

 今年の災害の特色としては、1月17日に発生した兵庫県南 

部地震に伴う地すべり及びがけ崩れにより激甚な被害が生じ 

たこと、北信越地方において7月11日の梅雨前線豪雨により 

多数の土石流・地すベり・がけ崩れが発生し、重要な交通網 

が断絶し地域経済に大きな打撃を与えたことなどが挙げられ 

る。これらを含む土砂災害等の発生は、40都道府県に及んで 

いる。なお、雲仙・普賢岳の火砕流は本年4件発生しており、 

2月以降は発生していない。 

 一方、平成7年における土砂災害による死亡者は兵庫県南 

部地震の地すべり・がけ崩れによる死者40名、和歌山新宮で 

の土石流による死者3名など合計46名の方が亡くなられた。 

平成6年が0名だったことと比較すると平成7年の土砂災害 

の被害は大きかった。 

 以下に主な土石流、地すべり、がけ崩れ、雪崩災害等につ 

いて個別に報告する。(図-1.1) 

 平成7年の土石流等の発生件数は、雲仙・普賢岳の火砕流 

4件、及び兵庫県南部地震に伴い崩壊土砂が著しく堆積した 

箇所49件を含めると計309件で、過去10年間の平均発生件数 

の約1.5倍となっている(但し火砕流を除く) 。 

 以下、主な災害の概要を示す。 

 兵庫県南部地震においては、土石流は発生しなかった。し 

かし六甲山系には崩壊地が多数確認されているだけでなく、

地震により地盤が緩み、その後の降雨等に伴う二次的な土砂 

災害の発生の恐れがあり、緊急的な対策の実施が求められた。 

そこで災害関連緊急事業等により砂防設備の整備を推進する 

とともに、兵庫県総合土砂災害対策推進連絡会を通じて土砂 

災害危険箇所に係る警戒避難体制の整備を行った。 

 梅雨期においては、特に7月11日から12日にかけて北信越 

地方で発生した局地的な豪雨に伴い、長野県北部及び新潟県 

の上越地方に激甚な被害を及ぼした。長野県白馬村では、7 

月11日の3時から12日の11時までに累加雨量569mm(最大時 

間雨量59mm)を記録している。本降雨は、時間雨量が非常に 

大きいことと、さらに20mm以上の降雨が6時間程度連続して 

いることが特徴的である。本降雨により98件の土石流が発生 

表-1.1 平成7年 気象･地象別土砂災害発生状況 

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 

一部 

破損 

主 な 被 災 地 備 考 

融  雪 1～5月 

土 石 流 

地すべり 

がけ崩れ 

計 

     1 

15 

 7 

23 

 

 

  8 

  2 

10 

長野 

青森、山形、新潟、長野、富山 

長野、京都  

降  雨 1～6月 

土 石 流 

地すべり 

がけ崩れ 

計 

 38 

 14 

 46 

 98 

 
 1 

 2 

 3 

  4 

 26 

 28 

 58 

福岡、大分 

静岡、大阪、和歌山、徳島、宮崎、鹿児島 

三重、和歌山、奈良、長崎、宮崎  

梅  雨 6～7月 

土 石 流 
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がけ崩れ 

計 

 166 

 179 

 186 

 531 

 1 

 

 1 

 1 

 1 

12 

19 

 3 

34 

14 

 6 

12 

32 
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 新潟、長野、富山、奈良、島根、長崎、鹿児島 

 鹿児島、大阪、長野、宮崎、山口、長崎  

降  雨 7～12月 

土 石 流 

地すべり 

がけ崩れ 

計 

 36 
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 58 

 112 

 3 

 

 2 

 5 

 2 

 

 3 

 5 

 4 

 2 

 6 

12 

10 

 1 

 8 

19 

  5 

  6 
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台  風 

3、14 

14 

12、14 

土 石 流 

地すべり 

がけ崩れ 

計 

  7 

  1 

 20 

 28 

 
 1 

 1 

 

  1 

  8 

  9 

高知、大分 

山口 

干葉、東京、静岡、山口、大分、宮崎  

その他 

(火山) 
 

土 石 流 

地すべり 

がけ崩れ 

計 

  4 

  4 

  

長崎 雲仙火砕流 4件 

その他 

(地震) 
 

土 石 流 

地すべり 

がけ崩れ 

計 

 49 

 10 

 30 

 89 

34 

 6 

40 

 8 

 8 

  

20 

 8 

28 

 7 

11 

 8 

 

 44 

  5 

 49 

兵庫 

大阪、兵庫 

東京、兵庫、青森  

その他 

(山林災害) 
 

土 石 流 

地すべり 

がけ崩れ 

計 

  8 

  8 

  

岡山 

 

計 

土 石 流 

地すべり 

がけ崩れ 

計 

309 

237 

347 

893 

 3 

35 

18 

46 

 2 

 0 

12 

14 

16 

41 

17 

74 

24 

15 

34 

73 

 24 

   121 

152 

297 

 
 

(平成7年12月31日現在) 
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したが、土石流による人的被害は発生していない。一方、地 

域の生活基盤は壊滅的な被害を受けた。この地域には、鉄道、 

国道としてはJR大糸線及び国道148号が、それぞれ一路線し 

かなく、まさに生活の基幹となる交通網となっている。それ 

らが、それぞれピーク時点で、約70%(全延長105.4kmのうち 

不通区間70.3km)､約60％(全延長60.4kmのうち不通区間34.5 

km)が不通となり、長野県小谷村の約1/3の集落が孤立化し 

た。また、地域の観光産業を支えるホテル・旅館が60箇所被 

害を受けるなど、今後の生活基盤が根底から傾いた。土石流 

として流出した土砂は､姫川本川に流入し、約460万m3の土砂 

(東京ドーム約4杯分)を堆積させ、これにより姫川本川は10 

数m上昇したところもあり、JR大糸線及び国道148号復旧の 

ための大きな障害となっている。特に姫川水系蒲原沢で発生 

した土石流は、約30万m3と非常に規模の大きいものであり、 

国道148号の橋梁を流出させ、うち約10万m3が姫川本川に流 

出した。 

 梅雨期後の豪雨により発生した災害としては、先ず、17件 

の土石流が発生し山形県温海町を中心に被害が集中した土石 

流災害が挙げられる。ただし、既設の砂防設備等が整備済み 

であった区間は被災しておらず、施設の効果が十分に発揮さ 

れている。この災害も、土木施設、農地、学校施設をあわせ 

て約35億円の被害を出したのに加えて、JR羽越本線、国道7 

号という東北地方の日本海側の動脈となる交通網を途絶させ、 

地域の経済活動を麻痺させた。JR羽越本線は、8月10日22: 

00頃から76時間、国道7号は8月11日0:00頃から約17時間 

不通となった。 

 また、10月1日23時頃、和歌山県新宮市で発生した土石流

は死者3名、負傷者3名を含む悲痛な災害となった。これは、

民家の裏山の凹部が幅約20m、長さ約130mにわたって崩壊

し、土石流として流下したものであり、本年の土石流災害で 

は唯一人的被害を受けた災害となった。 

 その他、中国地方、四国地方では、1～4月及び8月に山

林火災が発生した。岡山県玉野市で発生した山林火災は231

haと大規模なものであり、これらの山林火災を受けた地域は、

今後の降雨による土石流災害に対する警戒が必要である。 

 最後に、火山関係については、本年は北海道の十勝岳、雌 

阿寒岳、長野県・群馬県の浅間山、熊本県の阿蘇山、大分県 

の九重山、宮崎県・鹿児島県の霧島山、鹿児島県の桜島、に 

おいて活発な火山活動が観測された。これらは土石流の常襲 

地帯をもつ桜島を除けば、直接土石流の発生には至っていな 

いが、今後も警戒が必要である。なお、雲仙・普賢岳では、 

火砕流は1～2月に4回発生した以後は発生しておらず、マ

グマの供給と噴火活動はほぼ停止状態にあると思われるとの、

火山噴火予知連絡会の統一見解が発表されている(平成7年 

5月25日)。土石流も砂防事業が実施された効果のため、発生 

件数は14件あったが、家屋等への被害は発生しなかった。 

 平成7年は1月17日に兵庫県南部地震が発生、また地すべ 

り危険箇所の集中する北信越において梅雨前線による豪雨が 

発生したため、地すべり災害の発生件数は237件と過去20年

で最高となり、過去20年間の平均発生件数の2倍以上の地す

べり災害が発生した。被害状况についても、死者35名、家屋 

被害177戸と地附山地区(長野市)地すべり災害の発生した昭図-1.1 自然災害による原因別死者･行方不明者数 

               (昭和43～平成7年) 
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和60年以来の大きな被害となった。 

 本年の地すべり災害の特徴としては、兵庫県南部地震によ 

る地すべり災害で34名が死亡するなど激甚な被害が生じた 

こと、梅雨前線豪雨により179件もの地すべりが発生したこ 

とがあげられる。梅雨前線豪雨では、長野県、新潟県など地 

質的にもともと地すべりの多い地域に降雨が集中したため、 

記録的な地すべり発生件数となったと見られる｡ 

 本年発生した地すべり災害のうち特に被害が甚大であった 

地すべりとしては、兵庫県西宮市仁川百合野町地区で、1月 

17日の兵庫県南部地震発生直後に発生したものがあり、幅 

120m、長さ150mにわたって斜面が崩壊した。この結果、地 

すべり斜面及び対岸にあった住戸13戸が全壊、1戸が半壊 

し、34名が亡くなったほか、2級河川仁川を埋塞した。 

 また、梅雨前線豪雨では各地で地すべりが多発し、鹿児島 

県熊毛郡南種子町仲之町地区において7月1日に発生した地 

すべりでは、人家が4戸が全壊、1戸が一部破損し、1名が 

死亡した。特に、地すべり危険箇所の集中する新潟、長野両 

県では、新潟県58件、長野県69件もの地すべりが発生し、長 

野県上水内郡小川村中牧地区では、7月11日に発生した地す 

べりで人家4戸が全壊するなど、多くの被害が発生した。 

 このように、本年発生した地すべり災害のうち、緊急に対 

処すべきものについて、災害関連緊急地すべり対策事業（補 

助）を102件、事業費409億円をもって実施し、再度災害の未 

然防止に努めているところである。 

 平成7年のがけ崩れによる災害の発生件数は､347件で､死 

者･行方不明者8名、負傷者12名、家屋全壊16戸、半壊34戸 

の被害を生じた。主な被害は、1月17日に発生した兵庫県南 

部地震、5月までの梅雨前低気圧豪雨、5月から7月末まで 

の梅雨前線豪雨、特に7月11日の北信越地方の災害は激甚な 

ものであった。また、8月以降の梅雨後低気圧豪雨、台風12 

号、台風14号によってがけ崩れ災害が発生している。 

 以上のようながけ崩れ災害に対して、258箇所､補助基本額 

約14,249百万円(事業費約15,729百万円)をもって災害関連 

緊急急傾斜地崩壊対策事業を実施している。特に、上記の内、 

兵庫県南部地震により激甚な災害を受け、放置すると第三者 

に被害を及ぼしたり、二次災害の恐れがある民間宅地擁壁に 

対し、災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業に特例措置を設け、 

178箇所、補助基本額約8,560百万円(事業費約9,511百万円) 

で対策を実施している。また、兵庫県南部地震や、6月の梅 

雨前線豪雨で激甚な被害を受けた、兵庫県及び鹿児島県にお 

いて、災害関連地域防災がけ崩れ対策事業を、13箇所、事業 

費約387百万円で実施している。 

 平成7年は幸いなことに集落雪崩の発生は見られなかった。 

近年の暖冬少雪傾向により、雪崩災害の悲惨さを忘れがちで 

あるが、11月11日にヒマラヤゴーキョ峰の南部で26名の犠牲 

者を出した災害など、ネパールにおいて季節外れの大雪によ 

り雪崩が頻発し甚大な被害を引き起こした。この例に見られ 

るように、ひとたび雪崩がは発生すると多大な被害が生じる 

ことになる。このため、雪崩対策事業の推進により雪崩災害 

の防止に鋭意努めているところである。 

                         

 
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 平成3年・平成5年（ ）内：火砕流による死者数 

  雪崩については、保全人家等がある雪崩危険個所における被災の集計であり、それ以外の場所で、たとえば登山者の登山中の雪崩による被災等は含まれていない。 

6,314 
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平均気温平年差℃ 降水量平年比％ 日照時間平年比％ 

名  瀬 -0.1 

那  覇 0.2 

石垣島 0.0 

 名  瀬 88 

那  覇 87 

石垣島 94 

 名  瀬 89 

那  覇 88 

石垣島 95 

気温の陰影部は平年差が負、降水量と日照時間の陰影部は平年比100％以下の所である。

                           (資料提供(財)日本気象協会) 

2.1 平成6年の気象概要 

第2章 土砂災害をもたらした気象 

 平成7年の天候は、北日本では7年連続、 

東日本では9年連続の暖冬から始まり、梅雨 

の時期の低温と日照不足、盛夏期の記録的な 

高温などが挙げられる。 

  冬の平均気温は全国的に平年に比べて 

0.6℃～0.8℃高かった。いわゆる暖冬であ 

る。しかしこの冬は、暖冬とはいっても寒暖 

の変動が大きく、強い寒気が南下した時には、 

日本海側の地方では大雪も降った。ここ数年 

は暖冬が続き、降雪量の少ない年が続いてい 

たが、今冬は北日本や近畿地方の日本海側で 

は平年並み程度の降雪量となった所もあった。 

 梅雨入りは、平年に比べるといくぶん早目 

であった。沖縄から九州南部までは5月中に 

梅雨入りし、6月上旬には九州から東北南部 

まで一斉に梅雨に入った。梅雨の前半の降水 

量は全国的に少なかったが、7月の降水量は 

平年に比べてかなり多かった。 

年平均の気温平年差、年降水量と日照時間 

の平年比の分布を図-2.2に示す。年平均気温 

は北日本と東日本では高いが、西日本と南西 

諸島では平年を下回っているところもあって、 

平年並みとなっている。全国平均の年平均気 

温は平均を0.2℃上回った。年降水量は北日 

本の日本海側では多く、東日本や西日本の太 

平洋側および南西諸島では少なかった。この 

ように、太平洋側の少雨が顕著であった。年 

間の日照時間は北日本および北陸から山陰に 

かけて少なく、東日本と西日本の太平洋側を 

中心に多かった。特に関東から九州にかけて 

の太平洋側の7地点では、年間日照時間の多 

い記録を更新するほどであった。また南西諸 

島でも少なかった。 

 なお、各月に現れた主な極値の出現状況と 

しては、5月の東日本と西日本の多雨、8月 

の東日本と西日本を中心とした高温・少雨・ 

多照、11月の東北から西日本にかけての多照、 

12月の全国的な少雨･多照などが挙げられる。 

 台風発生数は23個(年平均は27.8)、本土ヘ 

の接近数は3個(年平均は5.3)、上陸数は1 

個となっており、いずれも平年に比べて少な 

かった。 

図-2.1  年降水量(平成7年、平年値)

 

図-2.2 1995 年の地域別の年平均気温平年差および

年降水量と日照時間の平年比 

降水量平年比（%） 

日照時間平年比（%）

平均気温平年差（℃） 
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2.2 梅雨前線による大雨 

  梅雨の前半は太平洋高気圧の張り出しも弱く、梅雨前線は 

本州南岸から遠く離れて停滞した。このため6月の降水量は、 

前線に近い九州南部などの一部の地域を除いて、全国的に少

なかった。また、本年の梅雨の時期には東日本と西日本では

平年以上に曇りや雨の日が多かった。全国的に曇りの多い天

気が続き6月の日照時間は観測開始以来最も少ない記録とな 

った。7月に入ると梅雨前線が次第に北上し、本州付近に停 

滞するようになった。この結果、西日本から東日本にかけて 

広い範囲で大雨となり、山崩れや崖崩れ、交通網の寸断など 

の災害が発生した。梅雨時期の降水量としては、南西諸島や 

東北地方を除いてほぼ多かった。このように、今年は低温。 

多雨･日照不足という典型的な梅雨の天候が見られた。 

図-2.3 1995年に日本に影響した主な台風の経路 
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 2.3  台風14号による大雨 
 台風14号は9月15日09時に南シナ海中部で発達した弱い

熱帯低気圧は、16日15時に同海域で台風14号となった。台風 

は18日まで同海域にあったが、19日以降北寄りから東北東に 

進み、22日に台湾の南海上を経て23日00時半ころ中型で強い 

勢力で中心が石垣島付近を通過した。その後、東シナ海に進 

み、24日00時ころ中型で強い勢力で中心が鹿児島県川内市付 

近に上陸した。台風は九州を横断し、24日04時ころ小型でな 

みの強さとなって中心が山口県下松市付近に再上陸した。そ 

の後、日本海を北東に進み、同日18時に青森県の西海上で温 

帯低気圧に変わった｡ 

この時期に日本に上陸する台風は、フィリピンの東海上で 

発生するものがほとんどで、このように南シナ海で発生した 

台風が台湾の南海上を通って上陸する経路は希である。 

 この台風により、沖縄から九州、四国、中国地方の所々で 

1時間に30mmを越える強い雨が降り、特に22日20時までの1 

時間に名瀬で72mmの激しい雨となった。また、台風接近時の 

24日03時までの1時間に山口県秋芳町秋吉台で64mmの激し 

い雨となり、22日～24日の総降水量は宮崎県高千穂町で366 

mm、高知県荻川町で351mmなど九州地方から四国地方の太平 

洋側で300mmを越える大雨となった。 

 この台風26号による被害状況は、たつ巻や暴風及び大雨に 

より、南西諸島から西日本で死者1人、負傷者13人、損壊家 

屋126棟、浸水家屋1,748棟（内1,604棟が山口県）などの被 

害が発生した。 

2.4 平成7年の主な火山活動状況 

9月から活発化した伊豆半島の汐吹崎から川奈崎の沖合いの地震活動は、10月中旬

まで続いた。伊豆市鎌田における地震回数は5,881回､うち有感地震は103(最大震IV)。

このうち最大規模のものは、10月1日11時42分の地震でマグニチュ一ド4.8であった。 

阿蘇山中岳第1火口では、3月17日に噴火があり、3月13日と17日には土砂噴出が

観測された。阿蘇山測候所で有感となった微動は、3月に9回観測された。いずれも

震度1であった。また、3月中旬から孤立型微動がやや増加した。日回数は、18日に

最大72回となり、その後下旬には日10～50回となった。4月～6月にしばしば噴湯現

象が観測され、7月～10月には土砂噴出が観測された。 

1月、2月ともに火砕流発生回数は2回で、いずれも南東方向に流下し、流下距離

は確認されたもので、約0.5kmであった。2月中旬までは溶岩ド一ムの山頂部でわずか

な隆起が観測されたものの、その後はほとんど変化がみられなかった。 

8月23日23時35分に本年126回目の爆発があり、その後8月25日にかけて活発な状

態が続いた。8月25日22時51分の爆発では多量の噴石が5号目まで飛散した。この活

動による降灰は、強い南東の風により九州の広い範囲で観測され、鹿児島市などで交

通障害の被害が発生した。噴火活動は、10月上旬と下旬で活発になり、28日には爆発

的な噴火が9回発生し、鹿児島市内に多量の降灰があった。桜島南岳の噴火回数と鹿

児島気象台における降灰量は表-2.1の通りであった。 

表-2.1 桜島の月別噴火回数と降灰量 

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計 

噴火(爆発)回数 47(41) 22(12) 36(24) 16(13) 36(17) 18(10) 1(1) 45(28) 13(7) 31(23) 19(14) 42(36) 326(226) 

降灰量(g/m2) 15 30 9 14 20 11 5 － 26 117 5 18 270 

(1) 伊 豆 東 部

火 山 郡 

(2) 阿蘇山 

(3) 雲仙岳 

(4) 桜  鳥 
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第3章 土砂災害の実態 

 

 

土石流発生件数（ 1件） 

 

地すべり発生件数（15件） 

がけ崩れ発生件数（ 7件） 

3.1 土砂災害の分布 
（1）融雪災害 

 東北・北陸地方を中心に災害が発生した。特に地すべり

が多く発生した。 



 
10

（2）梅雨災害 

長野県、新潟県に集中的に被害が発生し、土石流・地すべ 

り・がけ崩れともに多く発生した。 

土石流発生件数（166件） 

 

地すべり発生件数（179件） 

 

がけ崩れ発生件数（186件） 
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（3）台風災害 

9月末に上陸した台風14号等により被害が発生した。 

地すべり発生件数（  1件） 

がけ崩れ発生件数（ 20件） 

土石流発生件数（  7件） 
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（4）地震災害 

兵庫県南部地震により兵庫県に集中して被害が発生した。 

土石流発生件数（ 49件） 

地すべり発生件数（ 10件） 

がけ崩れ発生件数（ 29件） 
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（5） 平成7年の全土砂災害 

 平成7年度の土砂災害の発生件数は893件であり、近年で 

は最も少ない。 

 梅雨期の豪雨による土砂災害が特に多く発生した。 

土 石 流 発 生 件 数 （309件） 

 

地すべり発生件数（237件） 

 
がけ崩れ発生件数（347件） 
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3.2 土砂災害の特徴 

（1） 平成7年の土砂災害について 

 平成7年の土砂災害の発生状況は、土石流309件（35％）、 

地すべり237件（27％）、がけ崩れ347件（39％）の合計893件 

であった。このうち、土石流には、兵庫県南部地震にともな 

い、崩壊土砂が著しく堆積した箇所等49件及び、雲仙・普賢 

岳噴火による火砕流4件が含まれている。 

 本年発生した土砂災害の特色としては、1月17日に発生し 

た兵庫県南部地震に伴う地すべり及びがけ崩れにより死者・ 

行方不明者40名などの激甚な被害が生じたこと、北信越地方 

において7月11日の梅雨前線豪雨により多数の土石流・地す 

べり・がけ崩れが発生し、重要な交通網が断絶し地域経済に 

大きな打撃を与えたことなどがあげられる。これらを含む土 

砂災害の発生は40都道府県に及んでいる。 

 図-3.1に最近の10年間の土砂災害の発生状況を示した。こ 

れによると、前半5ヶ年に対して後半の5ヶ年は火砕流、土 

石流、地すべり及びがけ崩れとも増加している。このうち、 

雲仙・普賢岳における火砕流が大幅に増加しており、平成3 

～7年に発生した全土砂災害発生件数の2/3を占めている。 

 主な土砂災害発生状況を見てみると、平成2年は九州地方 

全域においてがけ崩れを主とする土砂災害が多発した。翌3 

年では夏から秋にかけての台風の上陸が相次ぎ、関東地域に 

おいても多くの災害が発生した。平成5年は｢平成5年(1993 

 なお、雲仙・普賢岳の火砕流は本年は4件発生しており、

2月以降は発生していない。 

（2）近年の土砂災害の傾向 

 

図-3.1  近年の土砂災害発生状況 



 
15

 

年）8月豪雨」をはじめとする記録的な豪雨、史上タイ記録 

となった6個の台風上陸、さらに1月の釧路沖地震、2月の 

能登半島沖地震、7月には北海道南西沖地震と続けざまに発 

生した大地震等が原因となり近年になく土砂災害の多発した 

年となった。一転して、平成6年は土砂災害発生件数、被害 

とも近年では最も少ない年となった。平成7年は1月の兵庫 

県南部地震に伴う地すべり・がけ崩れ災害、7月の梅雨前線 

豪雨により北信越地方において多数の土石流・地すべり・が 

け崩れが発生した。 

表-3. 1 近年の土砂災害発生都道府県数 

区別           年 3 4 5 6 ７ 平 均 
土 石 流 16(2879) 13(4035) 30(2288) 14( 853） 27(309) 20(2073) 
地すべり 30( 122) 25(  55) 31( 171) 26(  68) 32(237)  29( 131） 
がけ崩れ 41( 599) 34( 232) 41(1413) 39( 142) 37(347) 38( 547) 
全土砂災害 45(3600) 41(4322) 43(3872) 42(1063) 40(893) 42(2750) 

表-3.2 土砂災害による人的被害発生状況 

区別        年 3 4 5 6 7 5ケ年平均 単  位 

          ① 

土 石 流 ② 

        ③ 

     ④ 

2879(54) 

6 

  0.2 

  9.0 

4035( 0) 

0 

       0.0 

      0.0 

2288( 31) 

     11 

      0.5 

      2.8 

853( 0) 

0 

 0.0 

 0.0 

309( 3) 

1 

 0.3 

3 

2073(18) 

 3.6 

 0.2 

 5 

件(人) 

 件 

 ％ 

人/件 

          ① 

地すべり ② 

     ③ 

      ④ 

  122( 1) 

1 

       0.8 

       1.0 

  55( 0) 

0 

 0.0 

 0.0 

171( 2) 

      1 

      0.6 

      2 

   68( 0) 

0 

0.0 

0.0 

  237( 35)    

2 

       0.8 

      17.5 

131( 8) 

0.8 

0.6 

10 

 

          ① 

  がけ崩れ    ② 

③ 

           ④ 

 599(12) 

9 

      1.5 

      1.3 

232( 3) 

      2 

      0.9 

      1.5 

1413( 141) 

     53 

     3.8 

     2.7 

  142( 0) 

0 

 0.0 

 0.0 

 347( 8)   

4  

 1.2 

 2.0 

  547( 33) 

13.6 

 2.5 

 2.4 

 

 ① 

     計    ② 

           ③ 

           ④ 

3600(67) 

16 

       0.4 

      4.2 

4322( 3)  

      2 

      0.05 

      1.5 

3872(174) 

     65 

     1.7  

     2.7 

1063( 0) 

0 

 0.0 

 0.0 

 893(46) 

7 

       0.8 

       6.6 

2751(59)  

18 

      0.7 

      3.3 

 

①発生件数（死者･行方不明者数）②①のうち死者を出した土砂災害件数 ③②の発主率 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 

                                                        ※土石流には雲仙･普賢岳の火砕流を含む。 

表-3.3  近年の気象原因別土砂災害の発生状況 

区別           年 3 4 5 6 7 5ケ年平均 

融 雪 ⑤   26(  1) ⑤   16(  1) ⑤     9(  1) ⑤  16(  2) ⑤  23(  3) 18(  1) 

降 雨 ④   72(  2) ②  110(  2) ④   572( 15) ② 129( 12) ② 210( 24) 219(  8) 

梅 雨 ③  252(  7) ④   88(  2) ②   588( 15) ④  34(  3) ① 531( 59) 299(  9) 

台 風 ②  419( 12) ⑤  100(  2) ③   574( 15) ③  46(  4) ④  28(  3) 233(  9) 

その他 ①2,831( 78) ①4,008( 93) ① 2,129( 55) ① 838( 79) ③ 101( 11) 1,981( 72) 

計  3,600(100)  4,322(100)    3,872(100) 1,063(100)  893(100) 2,750(100) 

(単位：件(％)) 

( )内は％ 

○は順位 

表-3.4  近年の地区別土砂災害の発生状況 

区別           年 3 4 5 6 7 5ケ年平均 危険個所数 

北海道     1(  -)    8(  -)   25(  -)   15(  2)   19(  2)   14(  -)  3,428(  2) 

東 北    71(  2)   13(  -)   46(  -)   37(  3)   48(  5)   43(  2) 15,241(  9) 

北 陸    35(  1)   15(  -)   33(  1)   42(  4)  155( 17)   56(  2) 12,277(  7) 

関 東   206(  6)   19(  -)   97(  3)    9(  1)   15(  2)   69(  3) 15,074(  9) 

中 部    29(  1)   30(  -)   24(  -)   16(  2)  174( 19)   55(  2) 11,591(  7) 

東 海    84(  2)   28(  -)   83(  2)   36(  3)   11(  1)   48(  2) 12,400(  7) 

近 畿    11(  -)   20(  -)  107(  3)   26(  2)  164( 18)   66(  2) 20,957( 12) 

中 国    79(  2)   25(  -)  292(  8)   20(  2)   72(  8)   98(  4) 29,043( 17) 

四 国    17(  1)   14(  -)   60(  2)   10(  1)   13(  1)   23(  -) 17,796( 10) 

九 州 3,067( 85) 4,150( 96) 3,105( 80)  852( 80)   222(25) 2,279( 83) 34,403( 20) 

計 3,600(100) 4,322(100) 3,872(100) 1,063(100)  893(100) 2,751(100) 172,210(100) 

（単位：件（％））（  ）内は％  

（  ）は発生件数  
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3.3 土砂災害の状況 

� 土石流による災害 

① 8月集中豪雨による災害例 

  (山形県温海町暮坪地区) 

渓  流  名：暮坪沢川等 

発生年月日：平成7年8月10日 

被 害 状 況 ：家屋半壊9戸 床上浸水26戸 床下浸水126戸 

降雨状況：山形県温海岳観測所 

      連続雨量  244mm 

     （8月10日2時～8月11日9時） 

      最大時間雨量  54.5mm 

      （8月10日22時～8月10日23時） 

写真-3.1  山形県温海町暮坪地区 

      写真-3.2  

山形県温海町暮坪地区 
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写真-3.3   和歌山県新宮市磐盾地区 

②集中豪雨による災害例 

  (和歌山県新宮市磐盾地区) 

渓  流  名: 左指ヶ鼻沢 

発生年月日: 平成 7 年 10 月 1 日 

被 害 状 況 : 死者 3 名 

家屋全壊 4 戸 

家屋半壊 3 戸 

家屋一部破損 2 戸 

降 雨 状 況 : 連続雨量 350.0mm 

             (10 月 1日～2日) 

             最大時間雨量 82.0mm

          (10月 1日 22時～23時)
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（2）地すべりによる災害 

長野県上水内郡小川村中牛久地区 

発生年月日：平成7年7月11日 

地すべり規模:長さ150m、幅200m 

被 害 状 況：人家全壊4戸 

写真-3.4 長野県上水内郡小川村中牛久地区 地すべり全景 
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（3）がけ崩れによる災害 

降雨による災害（山形県温海町） 

地  区  名： 浜温海地区 

発生年月日： 平成7年8月10日 

崩 壊 状 況 : 高さ40m 

       幅30m 

       勾配45゜ 

       崩壊土量750m3 

被 害 状 況 ： 一部破損2戸                                                                                            

写真-3. 5 山形県温海町浜温海地区 がけ崩れ全景 

（4）雪崩による災害 

          本年は、保全人家等がある雪崩危険個所において人的被害

           を及ぼした災害が発生しなかったため掲載していない。ただ

雪崩災害の考察で紹介する。       し、登山者が死亡した雪崩については4.4雪崩災害の考察 

                               で紹介する。 
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3.4 海外における土砂災害 
（1）フィリピン、マヨン火山周辺の災害 

 1995年は、フィリピン国内に被害をもたらした台風は9

個、その中で11月1日～3日にかけてフィリピン北部に来襲 

した台風Rosing(国際コードネ－ムAngela)は10年に1度 

といわれる大型の台風でルソン島南東部ビコール地方に大き 

な被害があった。マヨン火山周辺では1993年の噴火の際の噴 

出物が流出しバスッド川で砂防ダムの破壊、下流部の国道の 

埋没が発生した。 

 

アルバイ州（マヨン火山周辺の1市9町）の被害は以下のと 

おり。 

1. 人的被害 死者……………44名 

      負傷者･……… 20名 

      行方不明……… 2名 

2.家屋の破壊……………………………………15,203件 

    被害総額……………………1,730,110,000ペソ 

3.農業被害総額…………………………302,724,480ペソ 

    内  訳  米………………… 146,931,955ペソ 

          麻……………………26,492,043ペソ 

          バナナ………………24,230,000ペソ 

          果樹…………………40,398,680ペソ 

          その他･………………………000ペソ 

4.公共施設被害（道路、橋、河川施設、港湾、学校等） 

       …………………………236,875,305ペソ 

 1996年4月より、雨量計5ヵ所、ワイヤーセンサー4ヵ所 

を設置中。 

写真-3. 6 

マヨン火山 

 

      写真-3.7  

バスッド川下流の国道 
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      写真-3. 8 

ブジャオ川の埋った家 

 

写真-3.9  

ブジャオ川ココナッツ畑 

 

写真-3.10  

ブジャオ川 
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（2）ネパール、マナン地方、バガラチャップ村の土石流 

土石流の概要 

 1995年11月10日、バガラチャップ村背後の渓流から土石

流が発生した。 

 11月9日から11日にかけて、乾期には珍しい多量の降雨が

あり、これに起因して数回にわたって土石流が発生。始め

に谷出口に土石流ダムが形成され、これが破堤して後続流

とともに流下した模様。土石流は村の中心部を流下して大

量の土石を堆積させ、人家等を破壊、埋没してマルシャン

デイ川ヘ流入した。 

被害の概要 

 この渓流では過去にも数回土石流が起こっている。地元民

の多くは今回の土石流の前兆現象を察知して避難しており、

被害者の多くは外部からやって来たトレッキング客とその関

係者であった。 

1．人的被害  死者……………… 15名 

       負傷者……………  1名 

2．家屋等   全壊……………… 20戸 

       半壊………………  4戸 

3．家畜…………………………  111頭 

4．耕地………………………約    2ha 

5. 道路………………………約   250m（1996年3月1日現在） 

写真-3.11   被災したバガラチャップ村の全景(上空より撮影) 

写真-3.12  

被災状況。集落の中心部

から上流を見る  
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 写真-3.13  被災状況。集落の中心部から下流を見る 

 

写真-3.14  最下流部の土砂堆積状況 

 

写真-3.15   土石流で運ばれた巨石 写真-3.16  被災した、ロッジ。1階部分が埋没 
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写真-3.17   谷出口付近の状況。当初この付近に 

      土石流ダムが形成された 

写真-3.18  

被災したバガラチャップ村の全景(南側 斜面から見る) 

図-3.2   災害位置図 図-3.3   災害状況概略図 
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(3）インドネシアスメル火山の噴火 

災害の概要 

 1995年7月20日11:40頃から13:45頃まで爆発を伴った 

火砕流が断続的に発生し、山頂よりRejali川、CurahKobo' 

an川、Kobo'an川方向に流下した。また、15 : 30頃には火砕

流の第2波が発生しCurah Kobo'an川を流下、一部は途中

Sumbersari川へ分流し、再びCurah Kobo'an川との合流点 

のCobo'an5号ダム上流100mのところまで到達した。 

 火砕流噴火に先立ち、7月7日には豪雨によりラハールが 

発生し、下流の砂防施設(導流堤)に被害を与えた。 

被害の概要 

 火砕流によって、Rejali川上流のCobo'an川でCobo'an7 

号砂防ダムが火砕流で埋積した。また、火砕流の第2波によ 

りSumbersari川流域に存在していた人家52戸のうち46戸が 

破壊・焼失したが1994年噴火以降住民は避難していたため人 

的被害はなかった。 

 

写真-3.19  Besuk Koboan 川、Sumbersari 川、Curah Lengkong 川の空中写真 
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図-3.4  土砂移動実績図 

 

写真-3.20  R.B.Koboan、山頂から7kmの地点（1995.11）スメル山の山腹やR.Besuk Koboan流域における火砕流の堆積状況

 

図-3.5   1995.7火砕流の堆積により 

     河床が40m上昇した。 
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写真-3.21 Sem er u山、Sumbers ari川のラ八－ル災害(1995年10月11日撮影)

写真-3.22  Semeru山、Sumb er sar i川のラ八一ル災害(1995年10月l1日撮影) 

写真-3.23 火砕流が通過したSumbersari村(1995年7月20日火砕流災害) 
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3.5  世界の土砂災害 
 

〈火山災害〉 

バヌアツ（オーストラリア北東） 

●発生日時：3月10日 

●災害概要：火山噴火の兆候､2-3000人が 

               避難。 

カーボベルデ共和国（アフリカ西） 

●発生日時：4月3日 

●災害概要：割れ目噴火、火山灰、3000人 

      に影響、1300人が避難。 

Mont Serrat  

●発生日時：7月18日 

●災害概要：火山活動が活発化。周辺住民 

      が避難。 

ニカラグア 

●発生日時: 11月21日～ 

●災害概要：噴火活動、火山灰と溶岩によ 

り農地に被害。 

■〈地すべり災害〉 

米国カリフォルニア州 

●発生日時：2月～3月 

●災害概要：豪雨による、地すべり。泥流、

      土石流が多発。 

アフガニス夕ンDaraim地方の２力所 

●発生日時：3月27日 

●災害概要：地すべり、313人、37人死亡、 

      106戸に被害、442人被災。 

インドネシア・北スマトラ地方 

●発生日時：5月1日 

●災害概要：洪水と地すべり、45人死亡、 

      390戸に被害、5000人避難。 

アゼルバイジャン 

●発生日時：6月7日 

●災害概要：豪雨による洪水と地すべり、 

      数千戸、公共の建物、橋、発 

      電所に被害。 

ネパール 

●発生日時：6月20日 

●災害概要：豪雨による地すべりと洪水多 

      発。75人死亡。 

グアテマラ 

●発生日時：8月9日 

●災害概要：豪雨による洪水と地すべり。 

      7100人に影響、道路に被害。 

      280人が避難。 

韓国 

●発生日時：8月23日 

●災害概要：豪雨による地すべり・洪水多 

       発、36人死亡、16人行方不 

       明。1000戸以上ガ浸水。 

フィリピン 

●発生日時：9月30日 

●災害概要：地すべり、火災泥流が発生。 

      両方合計で35人死亡した。 

アゼルバイジャン 

●発生日時：10月5日 

●災害概要：豪雨による洪水と地すべり再 

      発、15の地方で5人死亡。 

フィリピン 

●発生日時：11月6日 

●災害概要：洪水と地すべりにより道路と 

      橋に被害。 

■〈地震による災害〉 

日本 

●発生日時：1月17日 

●災害概要：兵庫県南部地震で地すべり多発。 

コロンビア 

●発生日時：2月8日 

●災害概要：地震による地すべり。 

コロンビア 

●発生日時：3月4日 

●災害概要：地震、泥流、51戸に被害。 

パプアニューギニア 

●発生日時：8月16日 

●災害概要：地震､地すべり､道路等に被害。 

エクアドル 

●発生日時:10月2日 

●災害概要:地震による山地での崩壊を警戒。 

インドネシア 

●発生日時:10月7日 

●災害概要:地震、道路、橋に被害。 

◆〈雪崩による災害〉 

インドのカシミール地方 

●発生日時：1月17日 

●災害概要：雪崩、死者約250人 

●〈その他水害〉 

エチオピア 

●発生日時：5月11日 

●災害概要：洪水と泥流、土構造物、家屋、 

      ダム、道路に被害。 

パキス夕ン 

●発生日時：7月27日 

●災害概要：モンスーンによる洪水、道 

       路・橋にも被害。 

フィリピン 

●発生日時：9月6日 

●災害概要：大雨で火山泥流発生、洪水発 

      生、48人死亡、7人けが､382 

      人行方不明。 

ミャンマー 

●発生日時：9月22日 

●災害概要：豪雨による洪水発生、50人死 

      亡、15人行方不明。 

エルサルバドル 

●発生日時:10月5日 

●災害概要:豪雨による洪水で河岸侵食。 
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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 図-4.1  等雨量線図(7月10日～13日) 

平成7年7月北信越豪雨災害による土砂災害 

（1）土砂災害の概要 

 平成7年7月11日から12日にかけて梅雨前線豪雨（図－ 

4.1）が、長野県北部から新潟県南西部、富山県東部を襲い、 

各地に山腹崩壊・土石流・地すべり・急傾斜地崩壊などを生 

じさせ、家屋の破壊、道路・鉄道の途絶、河床の著しい上昇 

など甚大な被害を生じさせた。ここでは、被害の特に大きか 

った姫川流域について災害概要を報告する。 

 姫川流域の白馬村猿倉観測所では7月11日3時から12日 

11時までの累積雨量は550mmに達し、糸魚川市白池観測所で 

は時間最大雨量62mm/h（11日17時～18時）を記録した。特に 

11日17時から20時の3時に強雨が集中し、土石流等の発生も 

この時間帯に集中していた。 

 姫川流域内の崩壊土砂量は1000万m3以上であり、この大規 

模な土砂移動現象により家屋被害（全壊24、半壊15、一部破 

損22）や公共施設への被害は甚大であったが、幸い人的被害 

は皆無であった。 

（2）地質による崩壊形態の特徴と被害の状況 

姫川流域の地質は図-4.2に示すとおりであるが､今回の災 

写真-4.1 平川上流の崩壊と砂防ダムによる流出土砂の補捉状況 

害では崩壊の形態が地質によって異なっていたことが特徴の 

一つであった。 

 平川、松川上流域の古生層（写真-4.1）の地域では、既往 

崩壊が表層崩壊的に拡大し、0次谷および1次谷から多数の 

土石流を発生させている。 

 姫川右岸の新三紀堆積岩類（砂岩、泥岩）の地域（小川層； 

特に土谷川、中谷川流域）では、地すべり的で崩壊深の大き 

い大規模な山腹斜面崩壊が多発した（写真-4.2）。 

写真-4．2  地すべり性崩壊の多発した中谷川流域 
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 第四紀火山岩類の地域のうち､浦川上流域の稗田山周辺(写 

真-4.3)では既往の大規模な崩壊が､崩壊深はそれほど大きく 

ないものの拡大し､渓床不安定土砂とともに土石流化している。 

 姫川本川の来馬河原では、土谷川、中谷川、浦川および直 

接流入する上沢等の支渓からの土砂供給により河床が約2 

～3m上昇した(写真-4.4)。 

 浦川以北は、姫川左岸の中生代堆積岩類(来馬層)地域に 

流出する支渓では､第四紀の火山噴出物が覆う上流部で比較的 

規模の大きな新規崩壊が発生し、土石流が谷出口の集落等に被 

害を与えるとともに､姫川本川に大量の土砂を供給した（写真-4.5）。 

 また、姫川本川では河岸崩壊や支川からの土砂流入により 

顕著な河床上昇が起こり、家屋、国道、JR等に対する被害が 

発生した。特に、平岩地区では湯原沢、蒲原沢等の支渓から 

の土石流、葛葉峠付近の渓岸崩壊、および大所川からの(主 

に右支木地屋川の土石流と合流点付近の渓岸崩壊による)土 

砂流入により、河床が約10mも上昇し､河岸段丘上の家屋､道 

路､鉄道等への被害が特に甚大であった(写真-4.6(a),(b))。 

 平岩より下流の渓谷部における河床上昇は顕著ではないが、 

JR小滝駅付近の拡幅部から上流に向かって1.5km程度の区間 

は2～3m程度河床が上昇しており、災害後も上流から流送さ 

れてくる比較的粒径の小さい礫が堆積を続けている(写真-4.7)。 

写真-4.4 河道が埋塞し、流路が段丘上を乱流した来馬河原 

写真-4.3   浦川源頭部(向かって左が金山沢、右が唐松沢) 

 

 

図-4.2  姫川流域地質概要図 
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 平地河川となる小滝川合流点から根知川合流点の区間は、 

下流河川区間の中では土砂堆積が著しく、災害後の河床低下 

も進んでいない。 

(3)主な支川の砂防設備等の効果 

1) 平川・松川 

平川・松川の源頭部はもともと急崖の崩壊地となっており、 

今回の豪雨でも表層崩壊等により生じた土砂は土石流となっ 

て流下したが、上流域には規模の大きな砂防ダムが比較的密 

に設置されていたため、これらにより土石流は捕捉・調節さ 

れ、下流の平川、松川流路工区間への土石流形態での土砂の 

流入は防止されたため、下流での人家等への被害は発生しな 

かった。また、松川流路工区間では計画流量(872m3/s)の80 

%相当の大出水があり、新たに土砂が移動したことによる砂 

礫堆が見られるが、流路工整備により河床からの土砂の生産 

や河道外への洪水の氾濫は防止された(写真-4.8)。 

2）土谷川、中谷川 

 姫川右支土谷川および中谷川は、今回の豪雨による崩壊、 

地すべり等の発生が最も激しかった流域である。この流域は 

もともと地すべりが多発している地域であり、今回の豪雨で 

多くの斜面が滑動または崩壊を起こし、河道に大量の土砂を 

写真－4.5 蒲原沢の新規崩壊による大規模な土石流 

写真-4.6  河床上昇の最も激しかった糸魚川市平岩地区付近(左(a) ：災害前S.62.8.26、右(b)：災害後H.7.7.13)

  

供給し、一部は土石流となって流下した。これらの流域には 

既に多くの砂防施設が設置されており、それらの大部分は土 

砂生産・流出抑制効果および土砂捕捉効果を発揮し、支渓流 

の下流にある人家等への土石流災害を防止軽減した。しかし、 

いくつかの支渓では地すべり性崩壊による供給土砂量が多か 

ったため完全には調節できず、結果的に姫川本川へも大量の 
土砂を流下させている。 

3）浦川 

 浦川源頭部は明治44年の稗田山崩壊以来の大規模な崩壊 

地となっており、平時より土砂供給の盛んな区域である。今 

回の豪雨によっても土石流は発生しているが、既設の砂防ダ 

ム群により大量の土砂が捕捉されている（写真-4.9）。特に、 

浦川砂防ダムより上流の砂防ダムによって土石流形態の流れ 

は捕捉され、それより下流では分級調節を受けながら土砂流 

形態で流下していったと考えられる。 
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 （4）土砂整備率と被害程度の関係 

 今回の災害で実際に土石流が発生した土石流危険渓流にお 

いて、何らかの砂防設備が設置されている着手率は100％で 

あり、地先砂防としての対応はある程度進んでいた地域であ 

ったといえる。各渓流における整備率は必ずしも十分なわけ 

ではないが、図-4.3に示したように、小谷村の土石流危険渓 

流の土砂整備率と被害の程度には一定の傾向がうかがえる。 

土砂整備率が20％未満の渓流では家屋の全半壊を伴う被害 

が多いのに比較して、20～30％を境に被害程度が軽減される 

傾向がみられる。 

写真-4.8  松川流路工上流部(網状砂礫堆が形成されている) 写真-4.9   大量の土砂を補捉した浦川砂防ダム群 

 

写真-4.7    小滝駅上流の河床上昇状況 

      (対岸のＪＲ大糸線はいたる所で冠水被害を被っている) 

図-4.3  

土砂整備率と被害形態の関係(小谷村) 
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4.2  地すべりによる災害とその考察 

 平成7年度の地すべりによる災害は発生件数237件、死者 

数35人､家屋被害177棟にも上り、近年では最も大きい被害が 

発生した。このうち、1月17日に発生した兵庫県南部地震に 

よる地すべり災害は発生件数10件、死者数34人、家屋被害71 

棟に達している。また、7月11日から12日にかけて長野県北 

部から新潟県南西部を襲った記録的な梅雨前線豪雨による被 

害は長野県小谷村、小川村、白馬村、新潟県糸魚川市南部を 

中心として甚大な土砂災害を引き起こしている。ここでは、 

長野県土尻川流域において被害の大きかった大崩地すべりに 

ついて報告する（写真-4.10）（写真-4.11）。 

写真-4.10  大崩地すべり全景 

 

写真-4.11   地すべり末端部の被災状況 
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 大崩地すべりは長野市の西方約20km､土尻川左支川小川川の右岸に位置している(図 

-4.4)(図-4.5)。当地すべりは平成7年7月12日10:00時頃に発生し、人家2戸に被

害を与えた。地すべりの規模は最大幅約70m、斜面長さ約400mで､地すべりの発生に

影響を与えたと考えられる降雨は7月1日からの累積では293mm、最大日雨量は12日

に85mmを記録している(図-4.6)。この災害では、対岸の奈良尾地すべりも同時に滑動 

し、人家4戸が全壊、36戸の人家が避難を行った。さらに右岸左岸両岸の地すべりが 

同時に活動したことと、地すべりの一部が泥流化したことにより、大量の土砂が末端 

部に位置する小川川に流入し､高さ12mの砂防ダム袖部を破壊したのちに停止した(写

真-4.12)。この流入した土砂により天然ダムも発生している。 

図-4.5   大崩地すべり及び奈良尾地すべり平面図 

 

 

図-4.4 
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 今回滑動した斜面に隣接する北側・南側斜面を含め、尾根 

筋まで地すべりによって開析されたと見られる高さ20～30 

mにおよぶ滑落崖が取り巻いており、過去に大きく滑動した 

ものと推測される地すべりの規模は幅約250m、長さ約3O0m 

に達している。また、末端部は急崖で渓流の侵食を受けてい 

たものと考えられる。今回発生した地すべりは、過去に大き 

く滑動したと見られる地すべりのうち、その中央部において 

地すべりが活発化して滑り落ちたものと考えられる。昭和58 

年には、今回発生した地すべりの中央部において地すべりが 

発生しており、また今回大きく滑動したことも相まって、そ 

の両側斜面も不安定になっているものと考えられる。地質的 

には新第三紀の泥岩層で地中深部まで風化が進行している。

 地すべりのブロックは大きく分けて、Ａ、Ｂ、Ｃの3つに 

分けられる（図-4.7）。中央部がＡブロックで両サイドがB、 

Cブロックとなっている。また、ＡブロックはＡ1、Ａ2の上下 

2ブロックに分けられている。すべり面深度はＡ1ブロックで 

約25m程度､Ａ 2ブロックで約24m程度、Ｂブロックでは約20 

m程度、Ｃブロックで約17m～20m程度となっている。 

図-4. 6  小川村日降雨量及び累積雨量(㎜) 

 

写真-4.12  

地すべり末端部小川川 

砂防ダム袖部の被災状況 



 36

 地すべり状況とその対策については次のよう 

に考えられる。 

 まず､AブロックについてはA1ブロックの滑 

動に伴って上部斜面（A2ブロック）が後退する 

形態を有しているが、地すべり移動量の違いに 

よりA2ブロックの末端部ではね上がりを起こ 

している。基岩は古い地すべり滑動により地中 

深部まで亀裂が発生しており、凹地形を有して 

いることからも豊富な地下水の流入による間隙 

水圧の上昇が地すべり滑動の直接的な引き金に 

なったものと考えられる（図-4.8）。その対策と 

しては頭部での間隙水圧低下のための集水井工 

と直接的に保全対象を守るための杭工及び末端 

部での渓流による侵食作用を防ぐための谷止工 

が有効であると考えられる。B、Cブロックに 

ついては、Aブロックが抜け落ちたことによる 

緩みが進行し、末端部での渓流侵食の影響でか 

なり不安定な状況にあると言える。また、地下 

水検層結果によると豊富な地下水が観測されて 

いることからその対策としては、集水井による 

地下水の排除が有効であると考えられる。 

 この災害では奇跡的に人的被害には見舞われ 

なかったが、これは住民が普段から当地区が地 

すべり危険地であることを認識していたので、 

地すべりの徴候を事前に把握し、災害発生前に 

自主的に1km程度離れた民家に避難したことが 

功を奏したものであると考ぇられる。 
 

図-4.7 

大崩地すべり 

ブ口ツク分割図 
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4.3  がけ崩れによる災害とその考察 

 平成7年に発生したがけ崩れ災害は347件で、そのうち被 

害を出したものは223件であった。また、兵庫県南部地震（1 

月17日，M=7.2）や北信越豪雨災害（7月11～12日）などが 

発生し、多くの被害が出ている。 

 この中で、7月11～12日にかけての北信越豪雨により発生 

した長野県のがけ崩れ災害について考察する。 

 今回の豪雨は、図-4.9に示すように長野県北部姫川流域で 

非常に強く24時間雨量で小谷(長野地方気象台)で357mm、白 

馬(長野地方気象台)で298㎜を記録した。この豪雨により長 

野県内では、がけ崩れが18箇所で発生したが、このうちの11 

箇所が、降雨量の多かった小谷村，白馬村に発生した。 

 また、白馬村・小谷村には、13箇所の急傾斜地崩壊危険区 

域が存在していたが、がけ崩れ発生箇所の11件のうち、急傾 

斜地崩壊危険区域内での崩壊発生は1箇所であった。 

  

 

図-4.9  各地の雨量と等雨量線 

  ※等雨量線は、7月11日0時～12日24時の24時間最大雨量 

No. 観測所名 

1 小谷：長野地方気象台 

2 南小谷：ＦＲＩＣＳ 

3 猿倉（白馬村）：ＦＲＩＣＳ 

4 白馬：長野地方気象台 

5 平川（白馬村）：ＦＲＩＣＳ 

6 白馬：ＦＲＩＣＳ 

7 中西（鬼無里村）：裾花ダム 

8 日影（鬼無里村）：裾花ダム 

9 高瀬（大町市）：ＦＲＩＣＳ 

10 奥裾花ダム（鬼無里村）：裾花ダム 

11 燕丘（穂高町）：長野地方気象台 

12 大町：長野地方気象台 

13 上高地：長野地方気象台 

14 信濃坂（穂高町）：ＦＲＩＣＳ 

15 信濃町：長野地方気象台 

16 小赤坂（栄村）：ＦＲＩＣＳ 

17 飯山：長野地方気象台 

18 野沢温泉：長野地方気象台 

19 樽川（木島平村）：ＦＲＩＣＳ 

20 野沢温泉：ＦＲＩＣＳ 

21 山中（鬼無里村）：裾花ダム 

22 戸隠：裾花ダム 

23 鬼無里：長野地方気象台 

24 笠岳（高山村）：長野地方気象台 

25 裾花ダム（長野市）：裾花ダム 

26 長野：長野地方気象台 

27 信濃新町：長野地方気象台 

28 長野：ＦＲＩＣＳ 
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図-4.10  小谷村光明地区平面図 

 以下にいくつかの主な箇所につい 

ての崩壊発生までの状況と避難の状 

況を記述する。 

1）小谷村光明地区 

 本地区の基岩は泥岩・凝灰岩互層 

で、やや沢地形を呈していた。崩壊 

は長さ約40m，幅約20mにわたり発 

生し、家屋半壊1・一部破損1の被 

害が生じた。 

 今回の崩壊により、半壊の被害を 

受けた家屋は、すでに放棄された後 

で住民は住んでいなかった。そこで、

一部破損を受けた家屋住民の避難の 

状況を記す（図-4.10）。本地区で 

は、折からの降雨により、①11日16 

時頃に、当地区の北側、小谷橋付近 

の沢地形から鉄砲水がでた。②続い 

て、17時頃に隣接斜面で小崩壊が発 

生したと思われる。この崩壊土砂は、

直下の家屋に流入した。家屋に土砂 

が入ってきたことから、住民は急遽、

自主避難を実施した。まだ光明地区 

の崖は崩れておらず、小石が流れ出 

てきていた。 

 ③小谷村役場に入った連絡による 

と、本地区の崩壊は12日0時12分に 

発生した（写真-4.13）。  

写真-4.13  

光明地区の崩壊 
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2）小谷村峯地区 

   本地区では、長さ約50m、幅約20mにわたって崩壊が発生 

し、家屋一部損壊1の被害が生じた。崩壊斜面の下部は、草 

地となっており崩壊斜面には近隣斜面と同様に樹木が繁茂し 

ていたと思われる。崩土は円礫を含む粘性土で、崩壊源頭部 

は、中央の強風化岩を境に左右に分けられ、山に向かった右 

側が深く掘られている。 

 本地区でも、当該斜面から異常な湧水が認められ、家屋裏 

に落石があったことから、11日18時頃に自主避難を実施して 

いる。 避難先は、体の不自由な老人がいたため約40m離れた 

親戚宅であった。崩壊は、その２時間後の20時頃に3回にわ 

たり発生したと言い、電柱が倒れた小崩壊に引き続き崩壊が 

2回おこり、崩土が家屋の一部を破損した（写真-4.14） 

3）白馬村ワラビ平 

 本地区では、ホテル一部破損の被害が生じた。崩壊斜面に 

は、周辺斜面と変わらず樹木が繁茂していたと思われる。 

 崩壊までの状況を以下に記す。ホテル職員が12日9時に出 

勤したところ、斜面の下部より、異常な湧水が認められた。 

過去（40年程度前）にも隣接斜面で崩壊があったと聞いてい 

たことから、崩壊の危険を考えて、その日はマイクロバスを 

斜面から離して駐車させた。崩壊 

斜面とホテルは、駐車場をはさん 

で30m位の距離があったが、12日 

11時頃、木の折れる音ともに斜面 

が長さ約30m，幅約20mにわたり 

崩壊し、崩土はホテル事務所まで 

到った（写真-4.15）。 

 

写真-4.14  

峯地区の崩壊 

           写真-4.15  

白馬村ワラビ平地区の崩壊 
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4)長野市池平地区 

 本地区では、長さ約25m、幅約15mにわたって崩壊が発生 

し、家屋一部損壊1の被害が生じた(写真-4.16,図-4.11)。

 本地区は、急傾斜地崩壊危険区域であり、11時頃まで強い 

雨が降っていたが、お昼頃には雨も弱まったことから、被災 

した家の人々が斜面を見回った。しかし、斜面には異常な湧 

水、クラックなどの変状は認められなかった。ところが、14 

時頃に大きな音とともに斜面が崩れた。このため、30m程離 

れている近所の親戚宅へ自主避難した。 

 このように、聞き取り調査の結果、事前に斜面に異常な湧 

水や落石など崩壊の前兆現象が認められた箇所については、 

自主避難などを実施している例があったが、とくに異常の見 

られなかった他の箇所では、崩壊が発生した後で、避難を実 

施した例が見られた。 

写真-4.16  池平地区の崩壊 

図-4.11  長野市池平地区平面図 
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4.4   雪崩災害とその考察 

 平成 7年 1月 4日午前11時頃に長野県駒ヶ根市の中央ア 

ルプス宝剣岳千畳敷で雪崩が発生し、宝剣岳から下山途中の 

登山者6名が雪崩に巻き込まれ犠牲になった。直接、集落・ 

人家等には被害を及ぼさなかったが、被害者数が多く報道等 

でも大きく取り上げられた。この事故を引き起こした雪崩に 

ついて空中写真判読結果を中心にその概要を述べる。 

 雪崩は千畳敷カール西側に位置する通称サギダルで発生し、 

ホテル千畳敷の横約50mの位置を流下し、剣ヶ池付近まで到 

達した。雪崩は図－4.12の駒ヶ岳ロープウェーの気象データ 

が示すように、気温が高くなった11時10分頃に発生してい 

る。雪崩の発生した1月4日の最高気温は-0.7℃と氷点下 

であり、雪崩は乾雪表層雪崩と考えられる。 

 雪崩発生後、天候の悪化のため空中写真の撮影が可能とな 

ったのは、雪崩発生から2週間がたった1月18日であった。 

空中写真判読の結果、サギダルの頭付近の稜線に雪庇の張り 

出しが確認できた(図-4.13のA付近)。また、宝剣岳とサギ 

ダルの頭の間の中央付近の稜線の直下斜面には積雪の破断線 

がみられた(図-4.13のE付近)。さらにカールから宝剣山荘 

にいたる斜面でも積雪の破断線が確認できた(図-4.13のF 

付近)。このように今回の写真からはカールを取り巻く稜線の 

いたるところに雪崩の発生区が確認できた。しかし1月4日 

に発生した雪崩の直接の発生源は確認できなかった。 

  一方、雪崩のデブリと思われる積雪表面の異常は千畳敷力 

一ル一円にみられ、1月4日に事故を引き起こした雪崩のほ 

かにも別の雪崩が発生していたことがわかる。図-4.13には 

1月4日の雪崩の推定範囲をDEBRIS-1で示した。また、今 

回の判読によって把握できた雪崩の到達範囲をDEBRIS-2 

で示した。今回の写真では1月4日に発生した事故雪崩とそ 

れ以外の雪崩のデブリの区別はつかなかった。 

  事故雪崩の規模は、新聞報道等によれば長さ約200mであ 

るが、この場合、雪崩はサギダルの頭でもかなり下の標高か 

ら発生したことになる。この付近の傾斜は25度前後と比較的 

緩く、サギダルの頭からのびる崖状の稜線がとぎれてカール 

の緩勾配部へと変化する部分である。写真ではこの付近に明 

瞭な発生区の跡はみられず、雪崩が流れた後のような筋状の 

積雪の変化がみられることから、雪崩の発生区としては、さ 

らに上部のサギダル沢の中、標高2750m以上の地点が考えら 

れる(図-4.14)。 

図-4.14 宝剣岳カールの地形断面図 

図-4.12 雪崩発生前後の駒ヶ岳ロープウエー気象デー夕 

図-4.13  宝剣岳周辺の雪崩のデブリ、雪庇などの判読結果 
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 写真-4.17   1月I8日撮影の宝剣岳周辺の斜め写真 
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5.1   砂防施設の効果 
事例１ 

地先名：長野県北安曇郡小谷村字深原 

渓流名：姫川支川濁沢 

原  因:梅雨前線豪雨（連続雨量376mm、最大時間雨量48mm） 

 濁沢は、小谷村深原集落を通過し姫川に流入する流域面績 

3.3km2の急峻な渓流である。平成7年7月11日～12日にかけ 

ての梅雨線による記録的な豪雨により、小谷村においては 

おびただしい土砂災害を被った。しかし、深原集落は、平成 

３年に完成した砂防ダム等の砂防施設により、被害が最小限 

に押さえられた。 

写真一5.1 

姫川支川濁沢の 

砂防ダム堆砂状况 

 

第5章    施設の効果 
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事例 2 

地先名：山形県西田川郡温海町大字温海 

渓流名：新山沢川、水神沢、常善寺沢川、太郎橋沢、大滝沢川 

原 因：集中豪雨（連続雨量244mm、最大時間雨量54.5mm） 

 山形県温海町においては、平成7年8月10日～11日にかけ 

ての局地的な豪雨により、土石流、崖崩れ等が発生し、海岸 

線を南北に並行して走る幹線の国道7号およびJR羽越本線 

は土砂埋塞により不通となり、また、連担家屋が土砂埋没す 

るなど、甚大な土砂災害を受けた。しかし、砂防ダムが施工 

してあった上記5渓流においては、土砂災害の発生がなく、

この集中豪雨に対して砂防施設が大変有効に働いたと言える 

であろう。 

写真-5.2 

温海町の状況 

        写真-5.3 

大滝沢川砂防ダム堆砂状況 
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5.2   地すべり防止施設の効果 
地 区 名：下前（したまえ）地区地すべり 

所 在 地：青森県北津軽郡小泊村 

災害原因：平成7年3月3日～17日の融雪 

（換算降雨量255mm） 

発生年月日：平成7年3月17日 

地すべり規模：長さ60m、幅40m、堆定土砂量12千m3 

 平成7年3月の融雪により、小泊村下前地区地すべりのD 

ブロック左側面で表層地すべりが発生し、人家がー部被災し 

た。しかし､下前地区地すべりの深い層の地すべりに対して 

は、昭和48年～63年までに、主として抑制工では横ボ一リン 

グ工、抑止工では杭工、アンカー工の対策を終えていたため 

防止効果を発揮し、地すべり末端に広がる集落への被害は免 

れ、被害を最小限に押えることができた。なお、当被災箇所 

は二次災害の恐れがあったが、災害関連緊急地すべり対策事 

業による迅速な対応により地すべり斜面は安定した。 

写真-5.4 下前地区地すべり全景 

写真-5.5 被災状況 写真-5.6 災関事業完成状況 
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5.3   急傾斜地崩壊防止施設の効果 

地先名：上長ノ木（かみながのき）地区、

広島県呉市畝原町 

崩壊発生年月日:平成7年7月3日 

  当地区は平成7年7月2日からの梅雨前線 

に伴う大雨(連続雨量125㎜､時間最大雨量41 

mm)により、高さ10m､幅20mにわたって崩壊 

したが、昭和54年度に設置した待受擁壁によ 

り、人家への直接の被害は防止された。 

 

   写真-5.9 

崩落状況(近景) 

写真-5.7 崩落状況(全景) 

  写真-5.8 

崩落状況(全景) 
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 5.4   雪崩防止施設の効果 

地  区  名：新潟県十日町市学校町地区 

斜 面 の 概 要 ：斜面高約24m、斜面長約150m、平均斜面勾配50度 

施 設 の 概 要 ：予防柵工18基 

保全人家個数：6戸 

  今年10年来の大雪に見舞われた新潟県十日町市学校町地区では、平成3年から 

平成6年で設置した予防柵の効果により、雪崩の発生を押さえることができた。 

写真-5.10  学校町地区斜面状況 

 



 
48 

 

第6章  警戒避難体制の実態 

6.1 平成7年7月梅雨前線豪雨時の姫川流域における警戒避難の実態 

 梅雨前線が新潟県付近に停滞したため、姫川流域では7月 

11日から12日にかけて強い雨が降り続いた。南小谷観測所に 

おける降雨状況は図-6.1に示すとおりであるが、長野地方気 

象台から11日14時10分に出された大雨洪水注意報は同17時 

20分に警報となり、その後注意報に切り替わる13日5時20分 

まで継続された。 

 今 回の災害における警戒避難行動に関して長野、新潟両県

が行ったアンケート調査の結果の概要を紹介する。 

（1）調査方法 

アンケート用紙は長野県小谷村の全世帯および新潟県糸魚 

図-6.1 降雨状況(南小谷観測所)と小谷村の警戒･避難の推移 

 

表-6.1 地区分類表 記号 地区名 世帯数 回答数 回収率 
全半壊 

被害家屋数 

Ａ 栂池南、栂池北、峰･立屋、蕨平、里見、小滝 411 226 0.55 1 

B 

川上、干国、五区、士倉、南雨中、黒川、 

伊折、月岡、池の平、平間、日道・番場、 

池原、池原下、下里瀬、虫尾、北雨中、下寺、 

島・塩坂、湯原 

545 493 0.90 16 

Ｃ 

石坂、奉納、曽田、上手村、中通、太田、 

石原、白岩、黒倉、外沢、清水山、瑞穂、 

長崎、中谷東、中谷西、松本、神久、千沢、 

高地、真木、大草連、田中、湯、来馬、 

三ケ村、深原、李平、大綱、姫川温泉、平岩＊ 

566 488 0.86 6 

合計 55地区 1,522 1,207 0.79 23 

＊平岩には大所、山之坊を含む

川市の平岩地区・小滝地区の全世帯に配布し、集計・分析は 

集落の位置的特徴を考慮し、Ａ地区：地形的になだらかで、

普段は土砂災害の危険をあまり感じない地区、Ｂ地区：土砂 

災害の危険性を認識しやすい地形条件であるが、災害時でも 

孤立する可能性は低いと考えられる地区、Ｃ地区：土砂災害 

の危険性を認識しやすい地形条件であり、災害時には孤立す 

る可能性が高いと考えられる地区、の3つに分けて行った。

地区分類を表-6.1に示す。 

 なお、災害時の避難者数は小谷村230世帯･845人、糸魚川 

市44世帯・127人であった。 
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（2）回答者の土砂災害経験・認識 

①土砂災害の経験(図-6.2) 

 A地区では経験の全くない人が73％であるのに対して、

B、Cでは57％、38％と少なくなり土砂災害がかなり身近な 

ものであることが判る。 

図-6.2 

土砂災害の経験 

②避難経験 

 図 -6.2で自分に被災経験があると答えた人がA:10%、  

B:19％､C:35％と差が出ているにもかかわらず、実際に避 

難したことのある人はA： 5％ ､B:8％ ､C： 8％といずれ 

もそれほど多くはない。むしろ被災経験の多いC地区の方が 

危険な状態になっても自宅に留まっているということになる。 

とも20％台であり、災害発生に対する事前の心構えの面でも 

特に大きな差はなかったと言える。 

⑤避難勧告の伝達 

避難勧告を聞いた人はＡ:82%、 B:67%、 C:33%と各  

地区の孤立の状況を反映した結果となってぃる。 

図-6.3 

災害の予想 

（3）住民による避難の判断と実行 

①避難した世帯率（図-6.4） 

 家族全員または家族の一部が避難した世帯の割合は、A： 

図-6.4 

避難した世帯率 

83%、B:57%、C:42%であり、土砂災害の危険性がより高 

いと考えられる地区の方が避難率が低いという結果であった。

 

 

③土砂災害危険箇所(土石流・地すべり・がけ崩れ)の認知 

 自分の家の近くに土砂災害の危険箇所があるという認識は 

A：42％に対して、B:72％、C:75％と危険性の認識は概 

ねなされていると言える。 

④災害の予想(図-6.3) 

 注意報・警報を聞いて、災害を予想した人の割合は3地区 
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②避難した動機（図-6.5） 

 A地区では｢消防署(団)からの指示｣が最も多いが、こ 

の中には広報車によるものも含まれると考えられる。｢異常を

実際に見て｣も次いで多い。 

 B、C地区では｢異常を実際に見て｣、および｢雨が強くな 

って｣という実現象を判断根拠にした割合が高くなってる。

また、｢役場からの指示｣もやや多いが、有線が通じている間 

の消防団に対する指示が含まれていると思われる。 

③避難時刻（図-6.6） 

 避難時刻は、各地区とも雨が最も強くなり、災害現象が発 

生し始めた11日18～19時台に集中しており、役場から南小谷 

や下里瀬に避難指示が出された20～21時頃までには既に大 

半の人が避難していたことが分かる。これは、避難の判断が 

｢実現象｣に強く支配されていることと、情報が入りにくい極 

限状態での行動は（個人および各地区の消防団員等の）自主 

的な判断に委ねられざるを得ないことを示している。 

 また、12日にも10mm前後の雨が続いていたために、12日10 

時以降の避難者もかなりあった。特にA地区では12日にスキ 

一場ゲレンデの崩壊が発生したため、避難者の3割程度が12 

日に避難しており、結果的に避難率を非常に高いものとした。 

一方、C地区では道路の寸断の影響もあり、13日以降の避難 

者もやや多くあった。 

④避難しなかった理由（図-6.7） 

 避難しなかった理由は各地区とも｢安全だと思った｣が圧倒 

的に多く、B、C地区では｢避難する方が危険｣が次いでいる。

 いずれの地区でも、避難したかったが何らかの理由ででき 

なかった人は少なかった。 

⑤避難の評価 

  ｢避難してよかった｣と答えた人はB：96％、C：98％と 

圧倒的に多いが、A地区では83％とやや率が低い。これは、 

結果的な災害現象の激しさと、避難行動が自主的なものであ 

ったかどうかを反映しているものと考えられる。 

図-6.5 避難した動機 
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⑥今後の避難勧告への対応 

 今回避難したかどうかにかかわらず、｢避難する｣という 

答えがA : 95％、B : 98％、C : 96％と圧倒的に多い。こ 

れは、今回の災害がかつてない大規模なものであり、認識 

を新たにしたことと、行動に関する明確な情報(命令)が 

あれば、それにしたがうことに抵抗感はないことを示して 

いると考えられる。 

6.2  警戒避難基準雨量と避難の状況 

平成7年の梅雨期以降、豪雨時の避難状況等に関して建設 

省砂防部砂防課に報告のあったもののうち、警戒避難基準雨 

量 (以下、基準雨量) を超過した31件についてデータを整理 

したものが図-6.8である。 

 基準雨量の設定値は地区によって異なるが、概ね連続雨量 

が200mmを超えると土石流の発生危険度が高いことが判る。 

 避難勧告が出されたものは11件であるが、100mm以下の1 

件は数日前に土石流被害のあった地区における降雨開始以前 

の予防的避難である。その他の10件はいずれも基準雨量を超 

過しており、うち半数の5件が土石流の発生を伴うものであ 

った。基準雨量を超過し、実際に土石流が発生した11件のう 

ち過半数の6件について避難勧告がなされなかったことは、 

防災対応上の課題といえる。 

図-6.8 

図-6.7   避難しなかった理由 
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第7章  土砂災害の10年 

 1995年は兵庫県南部地震など甚大な災害が発生した年で 

あった。10年前の1985年は台風の前線の影響で大雨が続き、

平年の約2倍に達する史上2位の降雨記録となった。 

 このため、各地で災害が頻発し、多額の被害を及ぼし、長 

崎県の地附山においても、この異常な豪雨が地すべりを誘発 

する一因となった。ここでは、前述した地附山地すべりと、

新潟県の玉の木地すべりを例に挙げて当時の被災地の状況と 

現在の復興状況を紹介する。 

写真-7.1 地附山地すべり全景被災直後 

写真-7.2 地附山地すべり全景対策工施工後 

写真-7.4 地附山地すべり頭部滑落崖対策工施工後 

写真-7.3 地附山地すべり頭部滑落崖被災直後 

①梅雨による災害例（長野県長野市上松） 

地    先    名：地附山地すべり 

発  生  日  時：昭和60年7月26日 

  地すべり規模：幅  約       500m 

             長さ約     700m 

             深さ約      60m       

移動土量約 360万m3 

被 害 概 要：死者26名 

           家屋全壊、松寿荘及び民家50戸 
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 ②融雪による災害例（新潟県西頸城郡青海町） 

地  先  名： 玉の木地すべり 

発 生 日 時： 昭和60年2月15日 

地すべり規模： 幅  約         70m 

         長さ約     110m 

         移動土量約 40,000m3 

被 害 概 要 ： 死者      10名 
         家屋全壊   5戸 
         家屋半壊  2戸 

�玉の木地すべり工事概要 

復旧工事 

排  土 工V=31,160m3、   現場打法枠工 A= 1,543m2  

アンカー工N=  393本、    アンカー枠工 A= 3,400m2 

杭  打 工N=   40本、   集水ボーリング L=     830m 

開 渠 工L=   630m、    開 暗 渠 工 L=   142m 

災害関連工事 

排    土    工  V= 27,606m3、 現場打法枠工A= 1,688m2 

集水ボーリング   L=  1,650m、  開  渠  工L=   603m  

雪 崩 抑 止 杭  N=   313本  

追加工事 

現 場 打 法 枠 工A=7,703m2、集水ボーリングＬ=6,090m 

コンクリー卜擁壁工L= 167m、 開   渠   工Ｌ=    374m 

地すべり自動観測システム   1式 

観測帯通路工            1式 

写真-7.6 

復旧後の玉の木地区 

(平成8年5月) 

写真-7.5 被災直後の玉の木地区(昭和60年2月) 
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第8章  阪神･淡路大震災による被害 

8.1 地震による災害 
（1）一般被害 

 1995年1月17日に淡路島北端部を震源として発生した直 

下型地震、兵庫県南部地震はマグニチュード7.2、その激震地 

は淡路島から北東へ延びて、神戸、芦屋、西宮などの市街地 

へ達した。神戸市街地では震度7を記録し、死者、行方不明 

者は兵庫県で約6300人、大阪府で21人、負傷者は約4万2千 

人、全壊戸数は16万戸にも達した。地震1ヵ月後でも約21万 

の人々が961ヵ所の避難所での生活を強いられた。 

   今回の地震で注目を集めた言葉は｢活断層｣で、淡路島の 

野島断層沿いには右横ずれの地震断層が出現し、また余震域 

の分布が淡路島西縁から六甲山地南縁に延びている活断層の 

分布と対応していることから、内陸直下型地震と活断層の関   

係が論じられたところである。 

平成7年兵庫県南部地震の諸元 

発生年月日: 平成7年1月17日午前5時46分 

震  源  地: 淡路島(北緯34.6度、東経135.0度)

震源の深さ: 14.3km   

規    模: 図-8.1のとおり 

 兵庫県南部地震では、地震動による直接の被害だけでなく、

臨海部では地盤の液状化、山麓部では地すべりや崖崩れが、

市街地では擁壁の倒壊、地盤のひび割れが発生した。被害額 

は約9兆9千億円、そのうち建築物の被害が5兆8千億円、

交通基盤施設の被害が1兆9千億円となっている（表-8.1）。

(2) 土砂災害に関する被害と対策 

 砂防設備の被害については、地震後建設省および兵庫県によ

り六甲山系および淡路島北部に分布する砂防ダム、床固工、

流路工（護岸工）の震後点検が実施された。調査した砂防設 

図-8.1 兵庫県南部地震 震度分布図 
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備の数は、砂防ダムあるいは床固工734基、流路工（護岸工）

延長約175kmであり、このうち何らかの被害が生じたと考え 

られる砂防設備は47箇所であった（表-8.2）。 

 表-8.2は、砂防学会に設置された「砂防設備の耐震設計に 

表-8.1 被害総額の推計（兵庫県発表） 平成7年4月5日 

(区分) (種別) (被害額)億円 

建築物 倒壊・使用不能建物    約 200,162棟  約5兆8,000 

鉄道施設 

JR西日本･貨物、阪急･阪神･神戸･山陽電鉄、 

神戸高速、北神急行、市営地下鉄、新交通 

                約320km 

 

約   3,439 

高速道路 
阪神高速道路（神戸・湾岸線ほか） 

道路公団（中国道･名神・第二神明）約105km 

 

約   5,500 

公共土木施設 

河川（中島川･新湊川･東川ほか） 

海岸（野島・松帆・楠本海岸ほか） 

砂防（仁川百合野・有馬愛宕山地区ほか） 

道路（奥山精道線･伊丹豊中線天津陸橋ほか） 

下水道（武庫川下流浄化セン夕ーほか） 

街路（臨港線東長五郎橋ほか） 

公園（明石・西猪名公園ほか） 

約   2,961 

港湾施設 
公共施設（神戸港・尼崎西宮芦屋港ほか） 

民間施設 

 

約1兆0,000 

埋め立て地 芦屋浜・西宮･志筑地区ほか 約     64 

文教施設 公・私立学校、体育施設ほか 約   3,352 

農林水産施設 漁港、卸売市場、農業施設ほか 約   1,181 

保健医療施設 公･私立病院、看護学校ほか 約    1,733 

廃棄物処理施設 し尿処理施設ほか 約     44 

水道施設 上水道、工業用水道 約    541 

ｶﾞｽ・電気 ガス・電気供給施設 約    4,200 

通信放送施設 電気通信施設、ケーブルTVほか 約    1,202 

商工関係 機械・装置等 約    6,300 

その他公共施設等 県・市・町の庁舎等 約    751 

                                                          被害総額 約9兆9,268 

写真-8.1 西宮市仁川百合野町地区で発生した地すべり 

 

 地すべりについては、10件の災 

害が発生し、家屋の被害では全壊 

20戸､半壊6戸､一部破損41戸に及 

んだ。特に西宮市仁川百合野町で 

は幅約120m、長さ約150mにわた 

る地すべりが発生し、13軒の人家 

を大量の土砂が襲い、34名にのぼ 

る人命が犠牲となった(写真-8.1)。

また、崩土が仁川を閉塞している 

ことに加え、崩壊周辺部にも亀裂 

が多数生じ次期出水等による二次 

災害の危険性が懸念され、70世帯 

190名が避難した。また、神戸市東 

灘区西岡本6丁目では、幅約30m、

高さ約15mにわたり崩壊、地すべ 

り現象に伴う亀裂が広範囲に発生 

し、一時174世帯502名が避難した。

 では、大規模なブロックの脱落、著しいはらみ出し 

2）剥離：コンクリート及び石積の表面が部分的に欠落して 

 いる状態 

3）新クラック：クラック部で5cm未満のずれ、もしくは10 

 cm未満の開きがある場合 

4）旧クラック拡大：今回の地震発生前から存在していたと 

 思われるクラックが､今回の地震により拡大したもの｡大き

 さは5cm未満のずれ、もしくは10cm未満の開きがある場合 

注：同一設備に複数の被害が存在する場合は､被害程度の高い区分の方に数えた。 

  Hは砂防ダムの高さを示す。 

  ＊1）建設年代不祥の空石積ダム 

  ＊2）建設年代不祥の練石積により表面保護したダム 

  ＊3）堤体外の間詰コンクリートの水平打継目のずれ 

被  害  内  訳 

工種 
破 壊 剥 離 新クラツク 

旧クラック 

 拡大 

被害有 

 計 

砂防ダム 

 主ダム 

(H＜15m) 

*1)1 

(部分破壊) 
*2)1  5 3 10 

砂防ダム 

(H≧15m) 
－ － 

*3)1 

(間詰工) 
－  1 

副ダム  0 0  1 0  1 

床固工  4 3  1 1  9 

護岸工 16 0  6 4 26 

計 21 ４ 14 8 47 

表-8.2 兵庫県南部地震により被害を受けた砂防設備 

関する検討委員会」でまとめられたものである。調査結果を 

まとめるにあたり、その被害状況を以下のように区分している。 

1）破壊：クラック部で5cm以上のずれ、もしくは10cm以上 

 の開きがある場合、および原型をとどめない変形。石積工 
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 がけ崩れについては、26件の災 

害が発生し、死者3名、家屋の被 

害は全壊8戸、半壊13戸、一部破 

損1戸に及んだ。特に、西宮市宝 

ヶ丘1丁目では、人家裏の斜面が 

高さ約15m、幅約30mにわたり崩 

壊、崖下の人家3戸を襲い死者1 

名の被害を生じた（写真-8.2）。 

 また、人的災害に至らなかった 

ものの、激しい地震動により六甲 

山系等に多くの山崩れ、崖崩れ、 

地すべりが発生した。地震による 

崩壊は750ヵ所であったが、平成 

7年12月から行った現地調査に 

よって地震後の降雨によって新た 
に発生したもしくは拡大したと考 

えられる約400箇所の崩壊が判明 

した（図-8.2）。 

写真-8.2 兵庫県西宮市「宝生が丘」地区 

図-8.2 地震後の崩壊位置図 
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 学識経験者､建設省、地方公共団体、諸団体、民間等259名 

からなる「地すべり等緊急支援チーム」による報告、また建 

設省、兵庫県の報告によると、地すべり、崖崩れでは緊急に 

対策を行う必要がある危険個所は71ヵ所あり、85ヵ所の土石 

流危険渓流では今回の地震により上流の山腹崩壊もしくは山 

腹斜面にクラックが発生している。さらに、砂防指定地内で 

は河川沿い、山腹にあるクラック、地割れの崩壊により建物 

が被害を受ける恐れの高い箇所が約1000ヵ所あり、今後の降 

雨により二次災害を受ける危険のある個所は先程の71と85 

箇所を加え、約1200箇所を数えた。 

 これらの対策としては、災害関連緊急地すべり対策事業35 

箇所、災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業等73箇所で対策を 

講じた。また、民間宅地においても個人が所有する擁壁が転 

倒・倒壊したり、クラックが入る等の被害が発生したため、 

このまま放置すれば各種公共施設等に広範かつ甚大な被害を 

及ぼす恐れがある等の一定要件を満たす場合に特例措置を設 

け、178箇所の災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業を行った。 

 砂防事業については直轄・補助を併せて、49箇所で災害関 

連緊急事業を実施した（写真-8.3）。 

 また警戒避難体制の整備を円滑に進めるため「兵庫県土砂 

災害対策推進連絡会」を設置し、平成7年4月25日に第1回 

会議を開催し、6月5日回までに計6回の会議を行った。 

 この会議を受けて 

○5月11日及び9月1日付神戸新聞（全県版）朝刊に、阪神･ 

 淡路地区の土砂災害危険箇所を図示した、二次災害を警告 

 する広告の掲載。 

○土砂災害危険箇所及び避難場所を示した図面の住民への配布。 

○土砂災害危険箇所への看板の設置。 

○土石流災害予想区域図の配布。 

○警戒避難訓練の実施。 

○ラジオによる住民への注意喚起。 

 について関係市町と調整を図りながら実施した。 

写真-8.3 完成した保久良鋼製枠砂防ダム 
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8.2 兵庫県南部地震における斜面崩壊の特徴 

（1）崩壊地の分布 

 今回の地震によって発生した崩壊地に 

ついて、地震後（平成7年1月21日）撮 

影の航空写真を平成3年撮影のものと比 

較して崩壊面積を計測し、さらに現地調 

査を行い崩壊土砂量を産出した（表- 

8.3、図-8.3；仁川百合野町の崩壊性地 

すべりは含んでいない）。 

 崩壊面積率は小流域毎に大きく異なり、 

観音谷川、一の谷川、住吉川、潮谷川、 

芦屋川などが比較的高いが、六甲山系全 

体の平均値0.19％は過去の著名な地震 

における崩壊面積率（表-8.4）と比べて 

特に高いわけではない。この理由として 

は、六甲山地における地震動が平地部に 

比べて小さかった、六甲山地の表層地盤 

は過去の豪雨によって不安定部分の多く 

が既に流出していた、西日本地方では渇 

水傾向が長期間続いており表土が乾燥し 

て強度が高まっていた、などが考えられ 

るが明確な結論は得られていない。なお、 

関東大震災が他に比べて極めて大きな値 

となっているのは、地震後の豪雨によっ 

て発生した崩壊も含まれているためと考え 

られる。 

（2）崩壊形態の分類 

 崩壊の形態は、①岩石崩壊型、②表層 

崩壊型、③地すべり性崩壊型、④既往崩 

壊拡大型、の4つに大きく分類できる。

 岩石の崩壊は今回の地震で発生した崩 

壊の中で最も多いタイプであった。この 

崩壊は斜面上部の亀裂や節理の発達した 

花崗岩からなる露岩地等が地震動によっ 

て崩落したものである。 

 表層崩壊型は花崗岩が強度に風化され 

てできたマサ土が崩落したタイプであり、 

岩石崩落型と複合して発生した例もあった。 

 地すべり性崩壊型は、大阪層群等の末 

端斜面がブロック状に移動したものであ 

り、崩壊規模が大きいことが特徴である。 

既往崩壊拡大型は、逆瀬川や太多田川等 

の源頭部の既往崩壊が地震動によって 

規模や範囲を拡大したケースである。 

図-8.3 六甲山系における流域別の山腹斜面崩壊面積と面積率 

流域名 
流域面積 
(km2) 

崩壊箇所数
(個) 

崩壊面積 
(m2) 

崩壊土砂量 
(m3) 

単位面積当り 
崩壊数 

 (個／km2) 

崩壊面積率 
 (％) 

単位面積当り 
崩壊土砂量 
 (m3／km2) 

境  川 0.4 １ 1,370 1,370 2.5 0.34 3,425 

敦盛塚川 0.2 0    0    0 0.0 0.00    0 

二の谷川 0.3 0    0    0 0.0 0.00    0 

－の谷川 0.7 4 5,070 5,588 5.7 0.72 7,983  

干 森 川 0.7 0     0    0 0.0 0.00    0 

妙法寺川 5.6 11 3,740 4,997 2.0 0.07  892 

新 湊 川 19.7 5   930   560 0.3 0.00   28 

宇 治 川 2.9 0     0  0.0 0.00    0 

新生田川 11.7 18 17,100 39,991 1.5 0.15 3,418 

西 郷 川 1.5 5  1,450 2,550 3.3 0.10 1,700 

都 賀 川 7.5 31 10,910 21,930 4.1 0.15 2,924 

石 屋 川 1.7 13  6,280  8,025 7.6 0.37 4,721 

住 吉 川 10.9 129 69,590 49,459 11.8 0.64 4,538 

天 上 川 2.3  7  1,350    426 3.0 0.06 185 

高 橋 川 1.3  0      0      0 0.0 0.00     0 

芦 屋 川 8.1 216 41,320 68,450 26.7 0.51 8,451 

宮  川 0.9  17 2,168  3,888 18.9 0.24 4,320 

夙  川 4.0  60 18,238 47,262 15.0 0.46 11,816  

山 田 川 12.5  11 1,430   848 0.9 0.01 6 8  

有 野 川 14.5  35 4,850 3,355 2.4 0.03 231 

有 馬 川 8.3  35 9,530 4,928 4.2 0.11    5 9 4  

船 坂 川 4.1  13 8,310 8,360 3.2 0.20 2,039 

太多田川 7.8 96 30.130 46,346 12.3 0.39 5.942 

観音谷川 0.4 21 7,570 8,117 48.8 1.76 18,877 

塩 谷 川 0.8 20 4,760 9,321 26.0 0.62 12,105 

支多田川  1.7 8 1,160   848 4.7 0.07    499 

逆 瀬 川 5.0 71 18,110 23,462 14.2 0.36 4,692 

仁  川 10.3 69 12,599 12,407 6.7 0.12  1,205 

合  計 145.8 869 277,965 372,488 － － － 

平 均 値 － 61.79 19,170 － 6.1 0.19  2,555 

表-8.3 兵庫県南部地震による崩壊－覧表 
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      表-8.4  

主要地震の崩壊面積率 

地 震 名（年月） 
対象地の 

震   度 

対象面積  

(km2) 

平均崩壊 

面積率(％) 
主 要 地 質 文   献 

1.関 東 大 震 災（ 1923.9.1）  

2.福  井  地  震（1948.6.28） 

3.今  市  地  震（1949.12.26） 

4.新  潟  地  震（1964.6.16） 

5.十 勝 沖 地 震（1968.5.16） 

6.伊豆半島沖地震（1974.5.9） 

7.伊豆大島近海地震（1978.1.14） 

8.長野県西部地震（1984.9.14） 

9.兵庫県南部地震（1995.1.17） 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5～6 

5～6 

52.7 

  326.0 

  233.5 

  386.4 

   17.4 

   82.7 

  300.0 

   92.9 

 約140 

15.2 

  0.61 

  0.24 

  0.06 

  2.36 

  0.90 

  0.47 

  0.36 

  0.19 

第三紀層・花崗岩 

洪積層 

古生層・花崗岩 

第三紀層・花崗岩 

第四紀火山灰類 

第三紀層(火山岩) 

第三紀層(火山岩) 

中生層・流紋岩 

花崗岩 

山□・川辺(1982) 

大村ほか (1980) 

  〃     (〃) 

尾張・駒村(1965) 

安江・仲野(1981) 

大村ほか(1980) 

  〃     (〃) 

土研報告書(1985) 

壊面積率との関係を図-8.5、8.6に示す。 

 600gal以上の地域は市街地や丘陵地であり、崩壊の多発し 

た山地部は400～600galの範囲にある。また､400gal以下では崩 

壊地が極めて少ない｡500～600galの地域は400～500galの地 

域に比べ、単位面積あたりの崩壊箇所数は2倍以上であった。

 既知の活断層からの距離との関係は､5O0m以上離れた場合 

の崩壊面積率は小さくなるが、明瞭な差は認められなかった。

（3）地震動と崩壊の関係 

 今回の災害による崩壊は六甲山地の南東部に多く、震央か 

らの距離との関連付けは困難であったため、地震断層や加速 

度との関係を分析することが妥当と考えた。既存の観測デー 

タ等に墓石転倒調査および建物の被害分布調査の結果を加え 

て推定した最大水平加速度の分布図を図-8.4に、最大水平加 

速度と単位面積あたりの崩壊箇所数、活断層からの距離と崩 

図-8.4 推定最大水平加速度分布 墓石転倒率および被災した砂防設備の分布（加速度の単位はg a l） 
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2．兵庫県南部地震における崩壊の特徴 

 現地調査の結果、調査区域内の崩壊の平均幅は約10mであ 

り、深さは2m以浅のものが大部分を占め、流れ盤斜面での 

崩壊が多かった。また、崩壊形態は、表層付近の層理、割れ 

目（節理・亀裂）がゆるみ、これらによって剥離崩壊する崩 

壊形態（Ｉ－1型）が全体の8割を示した。 

 崩壊地を含む斜面の形状については、図-8.8に示す9種類 

に分類して整理した。図-8.9に示すように、過去の地震によ 

る崩壊事例と同様に、降雨による崩壊とは異なり凸形尾根型 

斜面で崩壊が多く発生している。 

 尾根地形に対する崩壊の位置は、図-8.10に示すように分 

類したが、図-8.11に示すように側部での発生が多くなって 

ぃる。             

１．調査手法 

 調査区域は、崩壊地数、尾根の方向等を考慮し、図-8.7に 

示す区域を選んだ。調査区域内の数は宝塚地区145箇所､灘･ 

東灘地区120箇所、須磨地区23箇所の288箇所のであった。崩 

壊地について現地踏査により地形的要因を調査した。また、

調査区域内の崩壊地以外の斜面の地形的要因については、1/ 

10,000地形図を用いて求めた。 

 過去の地震による崩壊事例から、地震による斜面崩壊は尾 

根状地形で多い、遷急線を挟んだ崩壊が多い等の定性的な傾 

向が認められているが、今回の兵庫県南部地震における斜面 

崩壊についても地形的な特徴をまとめた。 

（4）崩壊斜面の地形的要因 

図-8.5 最大水平加速度と崩壊箇所数の関係 図-8.6 活断層と崩壊面積率の関係 

図-8.7 調査位置図 
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 つぎに、崩壊に及ぼす遷急線の影響について検討した。図

-8.12に示すように大部分の崩壊地で遷急線は明瞭及び非常

に明瞭となってぉり、遷急線の崩壊に対する影響が大きいこと

がわかる。 

 そこで、遷急線を挟んだ下部斜面傾斜と上部斜面傾斜を15

度毎に分け（図-8.13参照）、斜面の勾配変化の度合いを下式

のように遷急度を定義して、遷急度と崩壊発生率（崩壊発生箇

所数/遷急線の長さ）の関係を求めた。 

 遷急度=180-（下部斜面傾斜-上部斜面傾斜） 

 図-8.14に結果を示す。この図より、遷急度が小さいほど

（突出しているほど）崩壊が発生しやすいことがわかる。

 また、図-8.15に示すように60度以上の斜面では急に崩壊

発生率が大きくなることがわかった。 

 

3．まとめ 

 このように、兵庫県南部地震では、尾根状斜面や遷急度の

小さい（突出した）斜面で崩壊が多く発生した。また、崩壊

発生位置は尾根の側面で多くみられた。これは、地震動が突

出地形で増幅されることや尾根方向に対して直角方向で増幅

されやすいことに起因するものと考えられる。 

図-8.8 斜面形状の分類 

図-8.9 崩壊地における斜面形状 

図-8.10  尾根地形内の崩壊・亀裂発生箇所模式図 
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図-8.11  上位尾根に対する崩壊の発生部位 

図-8.14  遷急度と崩壊発生率 

 

図-8.15  下部斜面傾斜と崩壊発生率 

 

図-8.12  崩壊地における遷急線の明瞭度 

図-8.13 遷急度概念図 



63 

第9章  まとめ 

平成7年の気象は、暖冬に始まり、つゆの時期の低温と日照不足、

盛夏期の記録的な高温であった。1月には兵庫県南部地震に伴ぅ地す

べりおよびがけ崩れによる甚大な被害が生じ、また、7月には北信越

地方において梅雨前線豪雨により多数の土石流・地すべり・がけ崩れ

が発生している。 

  雲仙・普賢岳の火山活動は、1～2月にかけて火砕流が4回発生

した以後は発生しておらず、マグマの供給と噴火活動はほぼ停止状

態にあると思われるとの、火山噴火予知連絡会の統一見解が平成7

年5月25日に発表されている。 

  一方、伊豆東部火山群において9月から10月中旬にかけて汐吹崎

沖での地震が多数観測され、伊豆市鎌田における観測回数は5881回う

ち有感地震は103回であった。 

  その他に海外においては、地すべり災害が多発し、特に東南アジ

アにおいてその被害は甚大であった。 

①兵庫県南部地震後の警戒避難体制の整備 

兵庫県南部地震においては、その直後の降雨が少量であったこ

となどにより、土石流の発生はなかったものの、源頭部において

多数の崩壊が確認されており、土石流発生のポテンシャルは非常

に高まっているといえる。そのため、二次的な土砂災害の発生の

恐れがあり、緊急的な対策の実施が求められた。そこで砂防設備

の整備を推進すると共に、六甲山系における土石流・がけ崩れの

発生基準雨量を設定・運用を図ることにより、警戒避難体制の整

備を行った。 

②豪雨による土砂災害の多発 

梅雨期の前線や台風による集中豪雨が多発したことなどにより、

各地で土砂災害が発生した。梅雨期においては特に7月11日から12日

にかけて北信越地方で発生した局知的な豪雨に伴い、98件の土石 

平成7年1月の兵庫県南部地震に伴う地すべりおよびがけ崩れに

より死者・行方不明者40名などの甚大な被害が生じたこと、北信越

地方において7月11日の梅雨前線豪雨により多数の土石流・地すべ

り・がけ崩れが発生し、重要な交通網が寸断され地域経済に大きな

打撃を与えたことなどがあげられる。一方では雲仙・普賢岳の火山

活動が終息に向っているとの話題もあるが、これまでの大量の噴出

物に対して効果的な対策を講ずるとともに、地域の復興を図って行

くという課題が残されている。 

 こうした土砂災害の激甚化、多様化に今後とも適切に対応し、土

砂災害の防止と被害の軽減を図るため、本册子が少しでも役立てば幸

いである。 

流が発生し、JR大糸線および国道148号などの重要な交通網と生活

基盤に多大な被害を受けた。また、姫川という1級河川において、

河道への大規模な土砂流出を生じたことは、水系砂防の重要性を大

きくクローズアップすることとなった。 

 梅雨期以後の豪雨では、17件の土石流発生しており、山形県温海

見町を中心に被害が集中した土石流災害などがあげられる。 

③雲仙・普賢岳の鎮静化 

平成2年11月に約200年振りの噴火を始めた雲仙･普賢岳におい

ては、約6年半の活発な火山活動も終息にむかい、平成7年5月に

は火山噴火予知連絡会から活動はほぼ停止状態にあるとの見解が

発表されている。しかし、長期に渡って噴出した火山性堆積物によ

り源頭部から山麓にかけての荒廃は著しく、今後の長期間に及ぶ土

砂流出に対して地域の安全と復興を図るべく順次砂防施設の整備

を進めていく必要がある。 

資料をとりまとめるにあたって使用した文献・写真は次の通りであり、ご協力くださった方々に感謝の意を表します。 
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