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はじめに 

 この「土砂災害の実態」は平成10年（1998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10年は8月末の集中豪雨と台風10号による被害が顕著でした。特に 

8月末豪雨は栃木県北部から福島県にかけて記録的な豪雨となり、福島県 

西郷村の救護施設「太陽の国 からまつ荘」の裏山が崩れ土石流となって、 

5名が犠牲となる被害を及ぼしました。この災害は土砂災害に対する二つ 

の問題点を明らかにしました。すなわちこのような、いわゆる災害弱者施 

設は土砂災害の危険な場所に設置されていることが決して少なく無いこと、 

また崩れた裏山が急傾斜崩壊危険箇所でも、土石流危険渓流でもなかった 

ことであり、従来の基準による土砂災害危険箇所以外でも土砂災害が発生 

するということです。この事実を受けて建設省は関係省庁と合同で、災害 

弱者施設緊急点検を実施しました。土砂災害は高齢化を迎えて、ますます 

その対策を強化する必要があることを痛感した次第です。 

 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10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11年5月 

財団法人  砂防・地すべり技術センター 
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土砂災害の概要 第1章 

 平成10年の土砂災害発生状況は､土石流317件､地すべ 

り152件､がけ崩れ1,160件であり、全国46都道府県で合 

計1,629件が報告されている。平成9年と比較すると、土 

石流が3.9倍(317/82)、地すべりが1.1倍(152/136)、が 

け崩れが1.3倍(1,160/917)であり､土石流の増加が目立 

った年であった。 

 以下、主な災害の概要を示す。 

  

平成10年の土石流災害の発生件数は317件であり、昨 

年の発生件数である82件より約4倍に増加している。こ 

れは過去10年間の平均発生件数の169件よりはるかに多 

い数字となっている。発生原因別に見ると、融雪1件、 

集中豪雨153件、梅雨前線豪雨101件、台風62件であり、 

昨年と比べると融雪によるものは減少しているが、融雪 

以外の発生原因は全て倍増している。 

                                     

特記すべき災害としては、8月27日に福島県西郷
にしごう

村で 

発生した土石流である。発生原因は集中豪雨による山腹 

斜面の崩壊によるものであり、この土石流により、死者 

5名、負傷者1名、施設の半壊1棟、一部破損2棟の被 

害となった。 

 年間を通じた災害状況としては、福島県西郷村以外で 

死者を出した災害は、10月17日愛媛県三崎町で発生した 

土石流で1名、岡山県旭町で発生した土石流で3名の被 

害があった。全体としては、死者・行方不明者9名、負 

傷者7名、家屋全壊25戸、半壊29戸、一部破損101戸とな 

っている。 

 融雪により発生した土石流は、2月12日に福井県宮崎 

村熊谷川で発生した1件のみであった。この土石流によ 

る被害は確認されていない。 

 6月～8月の梅雨前線豪雨により発生した土石流は 

表-1.1 平成10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 

明者数 

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 
1～4月 

11､12月 

土  石  流 
地すべり 
がけ崩れ 

小計 

   1 

   9 

   9 

  19    0 

 

 

 

   0    0 

 

 

 

   0 

 

 

  5 

  5 

福井 
山形、新潟、長野、富山、兵庫 
青森、宮城、秋田、山形、神奈川、山梨、長野、岐阜、 
                            京都 

 

降  雨 1～6月 

土  石  流 
地すべり 
がけ崩れ 

小計 

  27 

  31 

 156 

 214 

   2 

   2 

 

 

 

   0 

   1 

 

   7 

   8 

   1 

   1 

   3 

   5 

 

  6 

 67 

 73 

長野、静岡、徳島、高知 
新潟、長野、静岡、徳島、高知 
北海道、神奈川、長野、静岡、山口、高知、大分 

 

梅  雨 6～8月 

土  石  流 
地すべり 
がけ崩れ 

小計 

 101 

 33 

 229 

 363 

   1 

   1 

 

 

 

   0 

   1 

   7 

   8 

 

 

   8 

   8 

  9 

  4 

 90 

103 

山形､福島､新潟､富山､岐阜､福井､烏取､岡山､高知  
秋田、新潟、長野、富山、石川、高知、福岡 
福島、神奈川、石川、高知、長崎、熊本、鹿児島 

 

降  雨 8～11月 

土  石  流 
地すべり 
がけ崩れ 
 小計 

 126 

 48 

 417 

 591 

 5 

 

     5 

    10 

   2 

 

  18 

  20 

   7 

   4 

  20 

  31 

  16 

  1 

  37 

  54 

 39 

 

205 

244 

山形、福島、群馬、長野、岐阜、静岡、高知 
北海道､岩手､山形､福島､新潟､山梨､長野､富山､愛媛､沖縄  
北海道、岩手、宮城、福島、神奈川、静岡、兵庫、高知  

 

台  風 
5･7･8 

9･10号 

土  石  流 
地すべり 
がけ崩れ 

小計 

  62 

  29 

 337 

 428 

   4 

 

   4 

   8 

   5 

 

   7 

  12 

  17 

  16 

  33 

  12 

 

  20 

  32 

 53 

 6 

115 

174 

石川､岐阜､京都､烏取､島根､岡山､愛媛､大分､鹿児島  
新潟、長野、石川、兵庫、岡山 
北海道、石川、愛知、京都、島根、岡山、広島、大分 

 

その他 

(地震) 

 土  石  流 
地すべり 
がけ崩れ 

小計 

   4 

   4    0 

 

 

 

   0    0 

 

 

 

   0 

 

 

  1 

  1 

 
 
宮城、福島、長野、岐阜 

 

その他 

 土  石  流 
地すべり 
がけ崩れ 

小計 

   2 

   8 

  10    0 

 

 

 

   0    0 

 

 

 

   0 

 

 

  6 

  6 

 
山形、長野 
宮城、山形、群馬、埼玉、長野、山口、鹿児島 

 
漏水等 
落石 

計 

土  石  流 
地すべり 
がけ崩れ 

計 

 317 

 152 

1160 

1629 

   9 

  0 

  12 

  21 

   7 

  0 

  25 

  32 

  25 

   5 

  50 

  80 

  29 

  2 

  68 

  99 

101 

 16 

489 

606 

山林火災を含む  

その他 

(山林災害) 

 土  石  流 
地すべり 
がけ崩れ 

小計 

     8 

 

 

 8    0 

 

 

 

   0    0 

 

 

 

   0 

 

 

 

  0 

北海道、青森、岩手、栃木、群馬、広島、香川 山林火災 
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101件であった。被害としては一部破損9戸であり、人的 

被害は発生していない。この住家被害のうち一部破損8 

戸が新潟県佐渡地方で発生している。 

 梅雨前線以外の集中豪雨おける土石流は全国で153件 

発生している。8月27日に福島県西郷村で発生した土石 

流による被害を除くその他の被害としては、負傷者1名、 

家屋全壊8戸、半壊16戸、一部破損37戸であった。 

 台風（温帯低気圧に変化したものも含む）による集中 

豪雨により発生した土石流は62件であった。被害は、死 

者4名、負傷者5名、家屋全壊17戸、半壊12戸、一部破 

損53戸であった。 10月17日に愛媛県西宇和郡三崎町にお 

いて発生した土石流は、台風10号による大雨により、斜 

面崩壊が発生し、そのまま土石流となり下流部の集落を 

直撃した。この土石流により、死者1名、負傷者1名、 

家屋全壊7戸の被害となった。 

 平成10年の建設省所管の地すべり災害の発生件数は 

152件と報告されており､平成9年と比較すると約1割増 

加している。これらは、梅雨期の長雨や集中豪雨により 

発生したものが79件、台風によって発生したものが29件 

と全体の7割を占めている。被害としては、全体で家屋 

全壊5戸、半壊2戸、一部破損16戸であり、人的被害は 

発生していない。 

 梅雨期における地すべり災害の発生は33件であり、被 

害状況は、家屋全壊1戸、一部破損4戸であった。 

10月5日沖縄県北中城村 仲 順
ちゅんじゅん

地区の地すべり防止区 

域内において、集中豪雨により幅130m、奥行き160mの 

地すべりが発生し、ブロック内を通過する村道が家宝斜 

面に10m移動した。この地すべり災害による人的被害は 

なかったものの､家屋全壊1戸､半壊1戸の被害となった。 

  

平成10年のがけ崩れの発生件数は1,160件であり、前 

年の917件より大幅に増加した。特に梅雨期の長雨によ 

るものが229件、台風によるものが337件、集中豪雨等に 

よるものが571件であった。特に8月末豪雨で254件、台 

風10号で175件と短期間の降雨により集中して発生して 

いる。被害としては、死者･行方不明者12名、負傷者25 

名、家屋全壊50戸、半壊68戸、一部破損489戸と甚大であ 

った。 

 地震により発生したがけ崩れ災害は4件であったが、 

家屋一部破損が1戸のみで人的被害は発生しなかった。 

 梅雨前線によるがけ崩れとしては、全国で229件発生 

しており昨年の321件より減少してる。被害状況は､死者 

1名、家屋全壊7戸、半壊8戸、一部破損90戸であった。 

 8月末豪雨によるがけ崩れ災害としては、全国で254 

件発生し、死者4名、負傷者14名、家屋全壊14戸、半壊 

22戸､一部破損115戸の被害であった｡特に福島県におい 

ては、132件のがけ崩れが発生しており、全国値の半分以 

上を占めている。 

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9年) 
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1．各年の死者・行方不明者数の総数は警察庁および消防庁、土石流・地すべり・がけ崩れ・雪崩については、建設省河川局砂防部調べ。 

2．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。 

3．昭和58年の｢洪水、その他｣の( )内は、日本海中部地震による死者数を含む。 

4. 平成3年・5年の｢土石流、地すべり｣の( )内は、雲仙・普賢岳の火砕流による死者数を含む。 

5．｢雪崩｣については、保全人家等がある雪崩危険箇所における被災の集計であり、それ以外の場所、例えば登山者の登山中の雪崩による被災等は含んでいない。 

6. 平成8年の｢土石流、地すべり｣による死者数には、12.6蒲原沢土石流災害による死者数を含む。 

7. 平成10年の｢洪水、その他｣については、最終的な数値が整理されていないため未掲載。 
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第2章 土砂災害をもたらした気象 

2.1 平成10年の気象概要 

 平成10年の気候の特徴は以下の通りで 

ある。 

 ・全国的な高温・多雨・寡照 

 ・冬(1997年12月～98年2月)の暖冬傾 

  向(西日本・南西諸島)     

 ・春の顕著な高温(4～5月の多雨・寡照) 

 ・北陸・東北では梅雨明け不明瞭 

 ・盛夏期の天候不順(日照不足) 

 ・秋の顕著な高温 

 ・台風第1号の遅い発生。少ない年間発 

  生数 

 年間を通して高温・多雨・寡照が目立っ 

た。高温は、季節的には春と秋、地域的に 

は西日本・南西諸島で特に顕著だった。 

 台風第1号の発生は7月9日で、1951年 

以降の発生の遅い記録(1973年7月2日) 

を更新した。また､年間の発生数は16個(平 

年は27.8個)で最も少ない記録(1969年の 

19個)を更新した。しかし､上陸数は4個と 

平年の2.8個を上回り、発生数が少なかっ 

た割に日本に影響した台風が多かった。 

 年降水量は、大部分の地点で平年を上回 

った。東北南部から東海にかけてと南西諸 

島などでは平年の140％を越えたところが 

あった。年日照時間は、ほぼ全国的に平年 

より少なく、東北から山陰にかけては平年 

の90％を下回った。低気圧や前線あるいは 

台風の影響を受けやすかったためである。 

年降水量では新潟(平年比:135％)など8 

地点で多い記録を更新し、年日照時間では 

東京(平年比:85％)など7地点で少ない 

記録を更新した。 

 年平均気温は全国的に平年値を上回った。 

北日本を除いては大部分の地点で平年より 

1℃以上高く、特に西日本で顕著だった。 

全国平均(15地点)の年平均気温平年差 

は+1.30℃で､1898年以降の高温の記録+ 

1.21℃(1990年)を更新した。地点別では、 

名古屋(平年差:+1.7℃)、大坂(+1.5℃)、 

福岡(+1.9℃)､名は(+2.0℃)など本州中 

部から西の地方の95地点で年平均気温の 

記録を更新した。 

 

図-2.1  年降水量(平成10年、平年)

 

図-2.2  199 8年の年平均気温の平年差(℃)、 

    年降水量と日照時間の平年比(％)分布図 

陰影部は平年値より 

低い(少ない)ところ 

(財)日本気象協会｢気象｣ ’99-3より引用 

平均気温平年差(℃) 

名  瀬   +1.3 

那  覇   +2.0 

石垣島   +1.6 
 

降水量平年比(％) 

名  瀬   153 

那  覇   163 

石垣島   145 
 

日照時間平年比(％) 

名  瀬  91 

那  覇  87 

石垣島  97 
 

(下図) (中図) (上図) 



 

7

 

2.2 前線による大雨(8月26日～31日：8月末豪雨) 

 前線が日本付近に停滞を続け、日本の南海上をゆっくり北上した台風第4号の影響も加わり、南から暖かく湿った空 

気が前線に向かって流入し前線の活動が活発となった。北日本や東日本を中心に大雨となり、特に栃木県北部～福島県、 

静岡県東部～神奈川県西部などで記録的な豪雨となった。土砂崩れや河川の増水などにより、各地合わせて死者・行方 

不明者25人、山がけ崩れ935箇所、家屋全・半壊199棟、浸水家屋は14,000棟近くに達する被害となった。 

 特に栃木県矢板市から福島県白河市付近では、8月26日夜から27日朝にかけて豪雨となり、栃木県那須町で最大1時 

間降水量90mm(27日01～02時)、最大日雨量607mm(27日)とこれまでの記録を大きく更新する降水量を観測した。 

2.3 台風(第7号、第8号) 
 9月17日南シナ海で発生した弱い熱帯低気圧は、同日21時に台風第7号となった。台風はルソン島中部を横断したあ 

と、向きを北東に変え、南大東島の北海上に達した21日の15時には中型の勢力になった。一方、沖ノ鳥島の北海上に発 

生した弱い熱帯低気圧は、20日15時に南大東島の南東海上で台風第8号となった。台風第8号は、台風第7号より早く 

本州に接近し、一時、中型で弱い勢力になったが、21日15時過ぎ小型で弱い勢力になって和歌山県田辺市付近に上陸し 

た。上陸後も北に進んで琵琶湖の北で弱い熱帯低気圧にかわった。台風第7号は日本の南海上を中型の強い勢力で北北 

東に進み、22日の13時過ぎに和歌山県御坊市付近に上陸した。和歌山県では2日連続して台風が上陸した。台風第7号 

は22日富山湾に抜け、その後向きを東寄りに変え、同日21時過ぎに新潟県と山形県の県境付近い再上陸した。 

 台風第8号の上陸に伴い津では最大風速22.0m/s(21日18時40分)、最大瞬間風速31.7m/s(21日18時32分)の暴風が 

吹いた。また、台風第8号の北上に伴い本州の南海上にあった前線が北上して活発化したため、近畿地方と東海地方を 

中心に大雨となり、21日は奈良県上北山村日ノ出岳で314mm､愛知県作手で225mm､奈良県上北山で194mm､静岡県静岡市 

井川で190mmの日降水量を観測した。 

 二つの台風の相次ぐ上陸や、台風の北上に伴う前線活動の活発化により、台風第7号と第8号による被害は広い範囲 

に及び、死者18人、負傷者563人、被災者7人、住家前回･流出84棟、住家半壊･破損20,659棟、浸水家屋8,667棟、道 

図-2.3  1998 年に発生した台風経路図(10月31日現在)

路損壊1,292箇所、山がけ崩れ543箇所、堤防決壊44箇所となった。

実線は台風の経路、破線は弱い熱帯低気圧または温帯低気圧の経路。 

円内の数字は台風番号。 

経路上の白丸は傍に記した日の09時(JST)、黒丸は21時(JST)、数字は日付と中心気圧を示す。 

(財)日本気象協会｢気象｣ ’99-1より引用 
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2.4平成10年の主な火山活動状況 

(1)雌阿寒岳 
 11月9日14時42分頃、約2年半ぶりに噴火。噴火直後の噴煙の高さは雲のため不明だが、10日朝高 

さ約600m、その後は高い時に600～700m、通常は200～400mで推移。噴火に伴う火山性微動は14時 

41分から約4分間観測され、その後は観測されず。地震は、噴火後1日あたり1～2回で推移し、噴 

火前と同様少ない状態が続いた。 

 噴火地点は、遠望観測装置の画像解析によりポンマチネシリ火口（96-1火口）と確認された。 

 釧路地方気象台と北海道大学等各機関の調査で、降灰は火口東側に分布し、火口から約15kmの範囲で微量の火山灰を 

確認した。総噴出量は前回の噴火（平成8年11月21日、約1万2千トン）より少なく約千トンと見積もられ、北海道大 

学の火山灰解析では、今回の噴火はマグマ水蒸気爆発の可能性もある。 

(2)北海道 駒ヶ岳 
 10月25日9時12分頃2年7ヶ月ぶりに噴火した。噴火直後の噴煙の高さは火口上1200mに達した。 

噴火に伴う微動は25日9時12分から約6分間観測され、地震は噴火後31日までに7回発生した。 

 25日午後、札幌管区気象台などが北海道消防防災ヘリコプターにより行った上空からの観測で、今 

回の噴火は、平成8年3月の噴火で「昭和4年火口内」に開いた「96年火口」からであると確認した。 

 北海道大学と通産省工業技術院地質調査所が行った降灰調査・解析によると、火山灰中に新しいマグマ噴出を示す証

拠は認められなかった。また、総噴出物量は数千トンで、前回の噴火の約12万トンに比べ10分の1以下と見積もられた。 

(3)岩手山 
  6月下旬からさらに増加していた岩手山の西側を震源とする地震活動は、7月11日以降やや減少し 

たが、依然多い状態が続いている。火山性地震の発生回数は7月4日、5日、10日に100回を越えた

 が、その他の日は50回前後で推移した。網張温泉（雫石町長山）では、有感地震を10回観測し、最大 

震度は5日の震度3であった。 

 火山性微動は、6月24日に平成9年7月10日以来ほぼ1年ぶりに観測されて移行ほぼ毎日発生し、10日8時29分には 

振幅の大きな火山性微動が観測された。また、比較的周期の長い地震（低周波地震）は、27日に1回、31日に2回観測 

された。 

 東北大学と国土地理院の観測によると、岩手山を挟 

んで、引き続き地殻の南北方向の伸張が観測され、岩 

手山周辺では傾斜計と体積歪計の変動が続いている。 

 盛岡市からの遠望観測及び八幡平スキー場にある 

監視カメラでは、噴煙等の表面現象は確認されてい 

ない。 

 7月10日に臨時火山情報第3号を発表し、火山活動 

が活発化する可能性のあるとして注意を呼びかけた。 

また、火山活動の状況を随時、火山観測情報第26号か 

ら第44号で発表した。 

図-2.4  岩手山における火山性地震の発生回数 

     (地震発生回数ハ盛岡地方気象台発表ノ火山情報ヨリ抽出:機関誌SABO 62号ヨリ引用) 

(4)阿蘇山 

弱い噴湯現象を観測した。

 安蘇中岳第一火口では前面湯だまりの状態が続いており、9月27日には南側火口壁（湯だまり水面 

上数m）から連続的に、高い時で20mくらいにまで土砂を噴出した（土砂噴出は平成9年11月24日以来） 

。また、南側火口壁下では噴湯現象が月を通じて観測され、25日には火口底中央よりやや北側でも 

(5)桜 島 
 5月の噴火回数は41回、うち爆発回数は27回と年間を通じてもっとも多い月であった。鹿児島地方 

気象台では、22日に105g/m2の降灰を観測した。1日の降灰量が100g/m2を越えたのは平成6年(1994 

年)8月31日の130g/m2以来のことである。なお月間の降灰量は130g/m2であった。 

表-2.1  桜島の月別噴火回数 

 

（財）日本気象協会「気象」’98-3～’99-2より作成 

桜島 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合  計 

噴火(爆発)回数 19(10) 10(0) 22(14) 19(8) 41(27) 5(5) 8(7) 10(10) 15(15) 8(0) 13(1) 8(6) 178(103) 
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3.1  土砂災害の分布 
（1）融雪災害      
 日本海側に多く発生し、特に地すべりとがけ崩れが多い。 

土砂災害の実態 第3章 
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(2)梅雨災害        
 全国各地で発生し、特にがけ崩れが多く発生した。 
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(3)台風災害       
 台風5、7、8、10号の上陸により、近畿、中国地方 

を中心に各地で災害が発生した。 
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(4)降雨災害 
 梅雨期、台風以外の集中豪雨などによる発生件数は 

805件であり、全国各地で発生している。 
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(5)平成10年の全土砂災害   
 平成10年は全国各地で土砂災害が発生した。 
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3.2 土砂災害の特徴 

（1）平成10年の土砂災害について 

 平成10年の土砂災害発生状況は、土石流317件(20％)、地すべり152件(9％)、がけ崩れ1,160件(71％)の合計 

1,629件であった。平成10年の土砂災害の特徴としては、土石流317件と昨年の82件に比べて約4倍となっており、がけ 

崩れは全国各地（46都道府県）で発生しており、過去10年の中でも平成5年につぐ数値となっている。 

 平成10年に発生した土砂災害の中で特記すべき災害としては、福島県西郷村の土石流災害である。この災害では、崩 

壊した山腹斜面の土砂が流下し「太陽の国からまつ荘」が被災し、死傷者を出す惨事となった。 

（2）近年の土砂災害の傾向 

 図-3.1に最近10年間の土砂災害の発生状況を示した。5か年平均を見ると、前半に対して後半は、土石流とがけ崩れ 

については減少している。しかし、平成8年にこの10年間で最も少ない発生件数を示して以降、土石流、地すべり、が 

け崩れとも増加している。特にこの2年間は、がけ崩れが1,000件前後発生しており、10ヶ年平均を大きく上まわってい 

る。 
 主な土砂災害発生状況を見てみると、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。平成8年は6月に前年の豪雨災害に 

見舞われた長野県小谷村で姫川の氾濫等により、国道148号線が再び長期間通行不能になったほか、8月には兵庫県丹南 

図-3.1  近年の土砂災害発生状況 
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町にて、集中豪雨に伴う土石流が発生し舞鶴自動車道が埋没・損壊し地域経済に大きな打撃を与えた。平成9年は、鹿 

児島県薩摩地方において3月および5月にマグニチュード6クラスの地震が続けて発生するとともに、出水市針原川で死

者21名を出す土石流が発生した。また、6月に2個、7月に1個と台風が立てつづけて上陸しており、またこの時期が梅

雨期と重なったため、各地で多数のがけ崩れが発生した。平成10年は、8月上旬豪雨により新潟県佐渡地方において土

石流24渓流、地すべり12箇所、がけ崩れ10箇所が発生している。また、8月末豪雨では、関東北部および東北南部を中

心に災害が多発し、福島県西郷村では福祉施設「からまつ荘」が被災し、尊い人命が失われた。 

 H6 H7 H8 H9 H10 平  均 

土  石  流 14( 853) 27( 309) 21(  91) 33( 101) 33( 325) 26( 336) 

地 す べ り  26(  68) 23( 237) 23(  64) 28( 136) 34( 152) 27( 131) 

が け 崩 れ  39( 142) 37( 347) 35( 258) 43( 917) 46(1160) 40( 565) 

全土砂災害 43(1063) 40( 893) 43( 413) 45(1154) 46(1637) 43(1032) 

表-3.1 近年の土砂災害発生都道府県数 

土石流の発生件数に山林災害を含む  

( )内は発生件数 

 H6 H7 H8 H9 H10 5ヵ年平均 単位 

① 

土   石   流   ② 

③ 

④ 

853(  0) 

0 

0.0 

0.0 

309(  3) 

1 

0.3 

3.0 

91( 14) 

1 

1.1 

14.0 

101( 21) 

1 

0.9 

21.0 

325(  9) 

3 

0.9 

3.0 

336(  9) 

1.2 

0.6 

8.2 

件(人) 

件 

％ 

人/件 

               ① 

地 す べ り  ② 

③ 

④ 

68(  0) 

0 

0.0 

0.0 

237( 35) 

2 

0.8 

17.5 

64(  0) 

0 

0.0 

0.0 

136(  0) 

0 

0.0 

0.0 

152(  0) 

0 

0.0 

0.0 

131(  7) 

0.4 

0.2 

3.5 

 

              ① 

が け 崩 れ  ② 

③ 

④ 

142(  0) 

0 

      0.0 

       0.0 

347(  8) 

4 

1.2 

2.0 

258(  4) 

3 

1.2 

1.3 

917( 10) 

5 

0.5 

2.0 

 1160( 12) 

8 

0.7 

1.5 

565(  7) 

4.0 

0.7 

1.4 

 

               ① 

      計      ② 

③ 

④ 

1063(  0) 

0 

0.0 

0.0 

893( 46) 

7 

0.8 

6.6 

413( 18) 

4 

1.0 

4.5 

1154( 31) 

6 

0.5 

5.2 

 1637( 21) 

11 

0.7 

1.9 

 1032( 23) 

5.6 

0.6 

3.6 

 

①発生件数（死者・行方不明者数）� �のうち死者を出した土砂災害件数 ③�の発生率  ④死者・行方不明者を出した土砂災害の一件あたりの死者・行方不明者数 

                                  ※平成8年蒲原沢土石流災害による数を含む  ※土石流には雲仙・普賢岳の火砕流を含む 

表-3.2 土砂災害による人的被害発生状況 

表-3.3  近年の気象原因別土砂災害の発生状況 

単位：件（％） 
（  ）内は％  
 ○は順位  

 H6 H7 H8 H9 H10 5ヶ年平均 危険箇所数 

北海道地区    15(  1)  19(  2)  39(  9)  21(  2)  49(  3)  29(  3) 3516 

東 北 地  区   37(  4)  48(  5)  29(  7)  73(  6) 302( 18)  98(  9) 14826 

北 陸 地  区   42(  4) 155( 17)  28(  7)  71(  6) 206( 13) 100( 10) 12253 

関 東 地  区    9(  1)  15(  2)  73( 18)  25(  2) 123(  8)  49(  5) 15521 

中 部 地  区   16(  2) 174( 20)  25(  6)   31(  3)  94(  6)  68(  7) 11861 

東 海 地  区   36(  3)  11(  1)  13(  3)  28(  2) 161( 10)  50(  5) 13508 

近 畿 地  区   26(  2) 164( 18)  16(  4)  69(  6) 127(  8)  80(  8) 21836 

中 国 地  区   20(  2)  72(  8)  35(  8) 189( 16) 167( 10)  97(  9) 30422 

四 国 地  区   10(  1)  13(  2)   8(  2) 125( 11) 209( 13)  73(  7) 17875 

九 州 地  区  852( 80) 222( 25) 147( 36) 522( 45) 199( 12)  388( 38) 35393 

合        計 1063(100) 893(100) 413(100) 1154(100) 1637(100) 1032(100) 177011 

           単位：件（ ）内は％ 

危険箇所数は砂防便覧平成9年度版参照 

表-3.4  近年の地区別土砂災害の発生状況 

 H6 H7 H8 H9 H10 5ヶ年平均 

融  雪 ⑤  16(  2) ⑤  23(  3) ④  32(  8) ⑤  19(  2) ⑤  19(  1)  22(  2) 

降  雨 ② 129( 12) ② 210( 24) ③  52( 12) ③ 187( 16) ① 805( 49) 277( 27) 

梅  雨 ④  34(  3) ① 531( 59) ① 173( 42) ② 378( 33) ③ 363( 22) 296( 29) 

台  風 ③  46(  4) ④  28(  3) ② 129( 31) ① 434( 38) ② 428( 26) 213( 21) 

その他 ① 838( 79) ③ 101( 11) ⑤  27(  7) ④ 136( 12) ④  22(  1) 225( 22) 

計   1063(100)    893(100)  413(100) 1154(100) 1637(100)  1032(100) 
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3.3 土砂災害の状況 

(1)土石流による災害    
台風10号の降雨による災害(愛媛県西宇和郡三崎町明神) 

 渓  流  名：中ノ川 

 発生年月日：平成10年10月17日 

 被 害 状 況 ：死者1名、負傷者1名  

       全壊家屋7戸、床下浸水4戸 

       周辺住民4世帯6名が自主避難 

 降 雨 状 況 ：連 続 雨 量  272.5㎜ 

              (10月16日3時～10月17日22時) 

        最大時間雨量  65mm(10月17日19時～20時) 

 

写真-3.2  被災状況 

写真-3.1 被災状況（遠景）

 

写真-3.3   民家被災状況 
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(2)地すべりによる災害  

  台風5号の降雨の影響による災害(静岡県小笠郡菊川町半済
はんせい

) 

 箇 所 名：半済地区 

 発生年月日：平成10年9月24日 

 被害状況：全壊家屋1戸   

      周辺住民7世帯29名が避難 

 降雨状況：連 続 雨 量  221mm(9月23日8時～9月24日1時) 

             (台風5号による降雨 215mm(9月15日～9月16日)) 

       最大時間雨量  68mm(9月23日23時～9月24日0時) 

 
写真-3.4   地すべり全景 

写真-3.5  隆起によりクラックの生じた道路 
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(3)がけ崩れによる災害 
台風5号の降雨による災害(北海道茅部郡南茅部町豊崎) 

 箇 所 名：南茅部豊崎(2)地区 

 発生年月日：平成10年9月16日 

 被害状況：全壊家屋1戸、一部破損1戸、作業場1棟全壊 

      事前避難(11世帯44名)により人的被害は回避 

 降雨状況：連 続 雨 量   306mm 

             (9月15日21時～9月16日20時) 

      最大時間雨量   73mm(9月16日14時～15時) 

 

写真-3.6   頭部崩壊状況 

写真-3.7 全体被災状況 
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(4)雪崩による災害     
 本年は、保全人家等がある雪崩危険箇所において人的被害を及ぼした災害が発生しなかった。ただし、スキー場での 
人的災害の事例があったので紹介する。 

倶知安町字山田通称「春の滝」における雪崩被害 

 場  所：北海道虻田郡倶知安町字山田 

 発生年月日：平成10年1月28日 

 雪崩規模：長さ400m、幅30～45m 

 被害状況：人的被害  死亡1名  重軽傷3名 家屋被害なし 

写真-3.8  雪崩発生箇所全景(写真提供：北海道) 

 

写真-3.9 上部亀裂状況(崩壊せず残った箇所) 

(写真提供：北海道)

図-3.1 平面図 
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3.4 海外における土砂災害 

ハリケーン・ミッチ(Mitch)によるホンデュラス災害 

  

ハリケーン・ミッチは1998年10月30日から11月3日に 

かけて中米諸国を直撃し、被害がホンデュラス、ニカラ 

グア、エルサルバドルおよびグアテマラ等に及んだ。特 

にホンデュラスでは今世紀最大の被害とも言われ、死者 

5,642人、行方不明者8,050人、避難民1,119,000人、 

被災者1,482,659人、全半壊家屋数100,000戸(ホンデ 

ュラス政府発表)の多大な被害を受けた。 

 通常のハリケーンは、カリブ海上で発生し、中米諸国 

の大西洋沿岸に沿って西北に進み、メキシコ湾へ抜ける 

コースをとる。ハリケーンとして最大のランク5を記録 

したミッチは、10月21日にジャマイカの南方約570kmの 

カリブ海で熱帯嵐(Tormenta Tropical)として発生 

し、通常のルートを勢力を増しながら西へ進み10月24日 

4時にハリケーンに発達した。その後ホンデュラスのカ 

リブ海沿岸に達した10月27日に急速に速度を落とし、ま 

た進路を南西に変え、ホンデュラス国内の約200kmを5 

日間かけて降雨をもたらしながら縦断した。このため、 

ミッチのもたらした長期間の降雨は、土地を飽和させ、 

各地で土石流、地すべり、がけ崩れといった土砂災害を 

引き起こし、また、河川へは土砂を多く含んだ水が流れ 

込み、河岸の浸食、橋梁などの構造物への被害を与え、 

低地の浸水を引き起こした。 

 全国的に山間地で表層崩壊、地すべり性の崩壊が発生 

していた。この崩壊により流出した土砂は、土石流や土 

砂流となり下流部へ流れ下った。山地崩壊の原因は、今 

回の異常な降雨形態に加えて、焼畑や放牧のための森林 

破壊であると考えられる。また、容易に土砂が下流部ヘ 

流出した原因として治水・治山に対する認識が低く、土 

砂の生産、流出をコントロールする砂防ダム等の構造物 

が皆無であったことである。 

  

今回の災害による被害は、ホンデュラス国全土の公共 

インフラ施設で生じたが、特に橋梁被害が顕著であった。 

全国での橋梁被害は全壊93橋、半壊又は一部損傷75橋に 

 

図-3.2  ホンデユラス共和国概略図 
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及んだ(全橋梁数950)。このほか道路法面の崩壊や路肩 

の決壊、地すべり、土石流により通行不能箇所が相次い 

だ。そのため、中央高原地帯に位置する首都テグシガル 

パは、その生命線が絶たれ、食料や日常品、燃料などの 
入手が困難となり、市中では一時パニック状態に陥った 
とのことであった。 

 

写真-3.10  

中州のように見える山を削って 

流れた土石流(ラ・リベル夕) 

(写真提供:細川容宏氏) 

写真-3.11  

チョロマ川の川幅の拡大状況 

(写真提供：細川容宏氏) 

ホンデユラス政府で建設した 

フトン篭床固めの左岸の袖抜 

けが生じた。 

 

写真-3.12  

チョルテカ川の下流に位置する 

モロリカ村 

(写真提供：細川容宏氏) 

写真で見られる白いものが建物。 

この部分に街があったが土砂で 

埋まってしまった。 
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写真-3.13     

首都テグシガルパ市内で発生 

したソト地区地すべり 

(写真提供：細川容宏氏) 

土砂が末端を流れるチョルテ 

カ川の、対岸の建物まで土砂 

が流れ込んだ状況。 

 

写真-3.14  

首都テグシガルパ市内で発生 

したレパルト地すべりによる 

住宅被害 

(写真提供：細川容宏氏) 

幸いにも死者はでなかった。 

 

写真-3.15  

首都テグシガルパ市内で発生した 

ヌエバ・エスペランサ崩壊 

(写真提供：細川容宏氏) 

がけ上にあった住宅が巻き込まれ、 

犠牲者ががけ下に埋まっている。 

このような状態でもがけ上の住民 

は、危険は承知でも低所得ゆえ移 

転する場所が無いために住み続け 

ている。 
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3.5  世界の自然災害 図-3.3  1 998年の世界の主な自然災害の分布状況(1998. 1.1～1998.12 .31)

・台湾(嘉義県阿里山)  
 発 生 日:7月17日 

 災害概要:M6.2 死者4名､負傷者27名 
・ポルトガル(アゾレス諸島) 
 発 生 日:7月9日 

 災害概要:M5.8 死者10名､負傷者100名、 

 被災者1,500人 
・中国(新彊ウイグル自治区)  
 発 生 日:8月27日 

 災害概要:M6.6 死者3名､負傷者10名、 

 被災者3,650人 
・エクアドル(西部)  
 発 生 日:8月4日 

 災害概要:M5.4～7.1､余震415 

 死者3名､負傷者40名､家屋被害1,000戸 
・イラン(南部)  
 発 生 日:11月13日 

 災害概要:M5.6 死者5名､負傷者80名、 

 家屋被害850戸 
・中国(雲南･四川省)  
 発 生 日:11月19日 

 災害概要:M6.2､M5.0 

 死者3名､負傷者1,543名､被災者31万2,300人、 

 家屋被害28,000戸 

 施設被害:道路877km､橋梁47､通信、 

 被害額7千万ドル 
・インドネシア(モルッカ海付近)  
 発 生 日:11月29日 

 災害概要:M6.5 死者25名､行方不明者8名、 

 負傷者88名､家屋被害1,272戸 

 施設被害:学校17､教会9 
  台風・ハリケーン等による災害 
・フィリピン(ルソン島)  
 発 生 日:10月12日 

 災害概要:台風Zeb 死者117名､被災者8,400人、
 家屋被害1,930戸､被害額100万ドル 

・中国(江西省黎川県)  
 発 生 日:6月22日 

 災害概要:土砂崩れ 死者43名､ 

 行方不明者20名､負傷者100名､家屋被害500戸 
  地震による災害 
・中国(河北省張家ロ市)  
 発 生 日:1月10日 

 災害概要:M6.2 死者49名､負傷者2,000名、 

 被災者54万2千人､家屋被害130,000戸、 

 被害金額3億ドル 
・アフガニス夕ン(夕ハール州)  
 発 生 日:2月4日 

 災害概要:M6.1 死者2,312名､負傷名818名、 

 家屋被害8,094戸 
・イラン(ケルマン州)  
 発 生 日:3月14日 

 災害概要:M6.4 死者5名､負傷者15名 
・イ夕リア(ウンブリア､マルケ州)  
 発 生 日:3月26日 

 災害概要:M4.7 死者2名､家屋被害約300戸 
・イラン(ホラサン州)  
 発 生 日:4月10日 

 災害概要:M5.9 死者10名､負傷者10名 
・ボリビア(コチャバンバ州)  
 発 生 日:5月22日 

 災害概要:M6.9 死者85名､負傷者200名、 

 家屋被害675戸 

 施設被害:上下水､電力､通信 
・アフガニス夕ン(夕ハール州ロス夕ク)  
 発 生 日:5月30日 

 災害概要:M6.9 死者4,700名、 

 家屋被害16,000戸 
・トルコ(アダナ市)  
 発 生 日:6月27日 

 災害概要:M6.3 死者145名､負傷者1,157名、 
 家屋被害1,113戸 

土石流災害 
・ペル一(アレキパ県チョコ村) 

 発 生 日:1月30日 

 災害概要:死者31名、負傷者7名 
・キルギス夕ン／ウズベキス夕ン(国 境 シ ャ ヒマ ル ダ ン河)  
  発 生 日:7月8日 

 災害概要:死者95名 

 施設被害:電力供給2施設､高架橋3､ 

 電柱31本被災 
  地すべり･土砂崩れ災害 
・モザンビーク(ミランゲ地区)  
 発 生 日: 1月20日 

 災害概要:地すべり 死者47名､行方不明者40名 
・イラン(アブカルダト村) 

 発 生 日:4月1日 

 災害概要:地すべり 死者55名 
・インド(ピトラガル州マルパ村)  
 発 生 日:8月18日 

 災害概要:地すべり 死者180名 
・ペルー(サン夕テレサ､ヤナティレ)  
 発 生 日:1月14日 

 災害概要:土砂崩れ 死者15名 
・ボリビア(モコトロ金鉱)  
 発 生 日:2月11日 

 災害概要:土砂崩れ 死者40名 
・ペルー(カルマルカ州ララハ)  
 発 生 日:3月10日 

 災害概要:土砂崩れ 死者15名､家屋被害20戸 

 施設被害:道路陥没､通信 

・エクアドル(マナビ州リオカナ村)  
 発 生 日:3月4日 

 災害概要:土砂崩れ 死者17名 

・夕ジキス夕ン(ハトロン州) 

 発 生 日:4月 

 災害概要:土砂崩れ 死者19名､負傷者16名 
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・台湾  
 発 生 日:10月15日 

 災害概要:台風 死者27名､地すべり発生  
・フィリピン(中部)         
 発 生 日:10月22日 

 災害概要:台風Babs  死者163名､負傷者250名、 

 被災者30万人､家屋被害130,000戸､地すべり発生 
・ベトナム(中部沿岸部)  

 発 生 日:10月25日 

 災害概要:台風 死者52名､避難10万人、 

 被害額16億円 

・ベトナム(中部)  

 発 生 日:11月11日～26日 

 災害概要:台風Dawn,Chips 死者267名、 

 行方不明者16名､負傷者70名､被災者240万人、 

 家屋被害43,000戸､被害額9千3百ドル、 

 水田被害81,224ha 

・フィリピン 
 発 生 日:12月11日 

 災害概要:台風Faith 死者8名､行方不明者17名、 

 負傷者5名､被災者5万2千人、 

 被害額1,300万ドル､風速150km/h 

・ベトナム(中部)  

 発 生 日:12月12日 
 災害概要:台風Faith 死者40名､行方不明者3名、 

 家屋被害16,929戸 

 施設被害:堤防382m､運河11,800m、 

 被害額1,500万ドル 

・カリブ海諸国(ドミニカ共和国､ハイチ､キューバ)  
 発 生 日:9月22日 

 災害概要:ハリケーンGeorges 死者373名、 

 行方不明者100名､被災者8万5千人、 

 家屋被害171,000戸 

 施設被害:空港浸水､管制塔倒壊､道路2,300km 
・ホンジュラス 
 発 生 日:10月27日 

 災害概要:ハリケーンMitch 死者5,657名、 

 行方不明者8,058名､負傷者12,272名、 

 被災者220万人､家屋被害70,000戸 

 施設被害:橋梁90以上､道路半分以上 
・ニカラグア 
 発 生 日:10月27日 

 災害概要:ハリケーンMitch 死者2,447名、 

 行方不明者885名､被災者86万8千人、 

 家屋被害36,368戸 

 施設被害:橋梁40以上、施設損壊70％以上 

 地雷流出 

・グアテマラ 
 発 生 日:10月27日 

 災害概要:ハリケーンMitch 死者263名、 

 行方不明者121名､被災者10万6千人、 

 家屋被害21,000戸 

 施設被害:橋梁21 
・エルサルバドル 
 発 生 日:10月27日 
 災害概要:ハリケーンMitch 死者240名、 

 行方不明者235名､被災者8万4千人、 

 家屋被害10,372戸 

 施設被害:橋梁10､学校326 

・カナダ／アメリカ(加東部､米南部) 

 発 生 日:1月4日 

 災害概要:暴風雨 死者11名 

 堤防決壊､洪水､鉄砲水発生 
・中国(甘粛省)  
 発 生 日：5月20日 

 災害概要:暴風雨 死者32名､行方不明者3名、 

 負傷者141名､家屋被害1,000戸 

 施設被害:学校､養老院､農地被害1万3千ha 
・ロシア（モスクワ） 
 発 生 日:6月20日 

 災害概要:暴風雨 死者6名､負傷者122名、 

 市電架線の一部切断､市内で倒木数千本 

・中国(香港)  

 発 生 日:6月8日 

 災害概要:豪雨 負傷者6名､交通機関マヒ 
・アメリカ(テキサス州) 

 発 生 日:10月17日 

 災害概要:豪雨 死者22名､負傷者2名、 

 家屋被害400戸 

・イ夕リア(カンパニア州)  
 発 生 日:5月5日 

 災害概要:集中豪雨（土石流､洪水発生） 

 死者139名､行方不明者146名 

・夕ンザニア(アルシャ地方メレラニ)  

 発 生 日:4月9日 

 災害概要:金鉱陥没 死者100名、 

 豪雨で14坑道が陥没 

・バングラデッシュ(チッ夕ゴン湾岸)  
 発 生 日:5月20日 

 災害概要:サイクロン 死者3名､行方不明者10名、 

 負傷者12名､家屋被害6,000戸 

・インド(西部3州)  
 発 生 日:6月9日 

 災害概要:サイクロン(風速80～120km/h) 

 死者約3,000名､行方不明者1,745名、 

 負傷者2,000名､家屋被害15,800戸 

 施設被害:石油基地(パイプライン､タンク)、 

 情報通信 被害金額30億ドル 

・インド(南部)  
 発 生 日:10月15日                                                      

 災害概要:サイクロン 死者262名、 

 行方不明者250名､避難4万5千人 
  洪水による災害 

・エクアドル(沿岸部)  
 発 生 日:97年11月～98年5月 

 災害概要:死者187名､行方不明者31名、 

 負傷者91名､家屋被害1,156名 

 施設被害:橋梁23､道路通行止73、 

 国道2,100kmに被害 

 被害額 農業271万ドル､施設500万ドル 

 地すべり発生 
・パラグアイ(パラナ川周辺)  
 発 生 日:97年12月～98年6月 

 災害概要:被災者6万5千人､河川最高水位8m 

・ペルー(北部)  
 発 生 日:97年12月～98年7月 

 災害概要:死者340名､負傷者178名、 

 被災者52万人､家屋被害14,000戸、 

 コレラ､マラリアの流行 15州で非常事態発令 

 施設被害:橋梁90､道路84km､堤防決壊、 

 汚水設備 被害額1,4000万ドル 
・ケニア 
 発 生 日:1月10日 

 災害概要:死者94名(前年10月より)、 

 高速道路･橋梁流出 

・コンゴ(コンゴ川流域) 

 発 生 日:1月初旬 

 災害概要:死者227名､コレラ流行 

・アルゼンチン(北西部)  

 発 生 日：3～5月 

 災害概要:死者17名､被災者11万5千人 

 国道･地方道通行止17箇所 

・イラン(南西～北東部)  
 発 生 日:3月 

 災害概要:死者84名､家屋被害1,200戸 

 橋梁､道路､堤防など多数被災 

 被害額1億4千万ドル 

・パキス夕ン(バルチス夕ン州) 

 発 生 日:3月3日 

 災害概要:死者1,500名、行方不明者3名、 

 負傷者250名､家屋被害3,700名､ダム決壊 

・アメリカ(アラバマ､ジョージア州) 

 発 生 日:3月9日 

 災害概要:死者7名 
・ネパール(全土)  
 発 生 日：4～8月 

 災害概要:死者156名、行方不明者4名、 

 負傷者63名 主要橋梁2被災 広範囲で停電 
・アフガニス夕ン(ファリャブ地方) 

 発 生 日:4月 

 災害概要:死者30名、農地2万ha冠水 

・イギリス(エーボン河) 

 発 生 日:4月10日 

 災害概要:死者2名､ロンドン近辺で列車ストップ、 

 一部地域で水位5m 

・中国(新彊ウイグル自治区) 

 発 生 日:5月16日 

 災害概要:死者11名､行方不明者1名、 

 家屋被害217名､橋梁流出 

・キルギス夕ン(クパート河) 

 発 生 日:5月19日 

 災害概要:死者12名､家屋被害1,170戸 

 施設被害:橋梁1、送電線45km､水道15km、 

 道路40km 

・中国(湖南省東部)  
 発 生 日:5月20日 

 災害概要:死者40名､負傷者17,100名、 

 家屋被害26,800戸 

 施設被害:交通､通信､水道､電気、 

 被害額3億4千万ドル 

・インド(北､東部13州)  
 発 生 日：6～9月 

 災害概要:死者3,000名､被災者3,600万人、 

 家屋被害852,000戸 鉄道・道路寸断、 

 農地被害330万ha 

・中国(楊子江(江西､湖南､湖北)､松花江(黒滝江､吉林)流域) 
 発 生 日：6～9月 

 災害概要:死者3 656名､被災者2億3千万人、 

 避難1,585万人､家屋被害21,120,000戸 

 施設被害:堤防の決壊､人為的破堤の決行 

 被害額240億ドル､農地被害4,757ha 

・ルーマニア(北部41地区)  
 発 生 日：6月8日 

 災害概要:死者21名､被災者6万人、 

 家屋被害1,886戸 

 施設被害:橋279､国道5km､県道586km、 

 電力､ガス 

・中国(内モンゴル自治区東北部)  
 発 生 日：7～8月 

 災害概要:行方不明者20名､被災者76万人、 

 堤防67箇所決壊 

・バングラデッシュ(52 / 6 4地区)  
 発 生 日：7～9月 

 災害概要:死者1,370名、被災者3,060万人、 

 家屋被害894,015戸､飲料水による伝染病発生 

 施設被害:堤防被害4,451km、 

 道路被害15,900km 被害額180万ドル 
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・スロバキア(東部)    
 発 生 日:7月20日     

 災害概要:死者39名､行方不明者20名､ 

 負傷者24名､被害額4,300万ドル 

・韓国(南部)  
 発 生 日:7月31日 

 災害概要:死者164名､行方不明者63名、  

 被災者15万人          

 施設被害:橋梁149､道路､鉄道等多数、 

 農地冠水4万7千ha 被害額5千万ドル 
・スーダン(ナイル川流域) 

 発 生 日:8～9月 

 災害概要:被災者100万人､家屋被害119,000戸、 

 被害額100万ドル､マラリア､下痢流行 
・イエメン 
 発 生 日:8月15日 

 災害概要:死者27名､行方不明者10名、 

 雹で交通機関マヒ 
・韓国(東沿岸部)  
 発 生 日:8月23日 

 災害概要:死者10名､行方不明者40名、 

 負傷者172名､被災者数千人､家屋被害2,300戸 

 施設被害:幹線道路3km､橋梁､岸壁、 

 冠水3万ha 
・トルコ(トラブゾン地区)  
 発 生 日:8月7日 

 災害概要:死者10名､行方不明者50名、 

 家屋被害50戸以上 
・フィリピン(ビサヤ､ルソン島)  
 発 生 日: 9月16日 

 災害概要:死者27名、被災者7万7千人、 

 水田被害1万8千ha 
・メキシコ(チアパス州)  
 発 生 日: 9月2日 

 災害概要:死者115名､行方不明者20名、 

 負傷者849名､被災者2万5千人 

 施設被害:橋梁10以上 
・インドネシア(バリ島)  
 発 生 日: 10月17日 

 災害概要:死者2名､行方不明者1名、 

 家屋被害460戸､農地被害265ha 
・イラン(ギラン)  
 発 生 日: 10月8日 

 災害概要:死者13名､家屋被害1,000名､橋梁37 
・ウクライナ(西カルパチア地域)  
 発 生 日: 11月6日 

 災害概要:死者18名､行方不明者1名、 

 被災者15万人､家屋被害7,000戸 

 施設被害:橋梁30､浸水家屋3万5千戸 
・ソマリア(南部)  
 災害概要:死者2,311名､コレラ流行 
・ネパール(サンガ地区)    
 発 生 日:8月28日 

 災害概要:洪水／地すべり 死者41名、 

 行方不明者9名､家屋被害69戸 
・夕ジキス夕ンパンジ川 
 発 生 日:5月17日 

 災害概要:洪水／地すべり 死者76名、 

 家屋被害704戸､橋梁84､ダム崩壊 
  雪崩による災害 

・カナダ／アメリカ(ロッキー山脈)  
 発 生 日:1月2日 

 災害概要:死者10名､行方不明者1名 
・イラン(ルーデヘン)  
 発 生 日:1月13日 

 災害概要:死者22名､負傷者40名 

・フランス(アルプス南部レゾル)  
 発 生 日:1月23日 

 災害概要:死者11名、行方不明者2名、 

 負傷者19名 
・アフガニス夕ン(ダンバンディ村)  
 発 生 日:3月7日 

 災害概要:死者70名 
  その他の自然災害 

・ブラジル(ロライマ州)  
 発 生 日:1～5月 

 災害概要:森林火災7千km2焼失､マラリア発生 

 施設被害:井戸､橋､学校 被害額4千万ドル 
・インドネシア(カリマン夕ン島東部)  
 発 生 日:1～11月 

 災害概要:森林火災300万ha焼失 

 視界不良事故多発 

 被災者呼吸器系障害2千万人 被害額4兆円 
・アメリカ(フロリダ州)  
 発 生 日:5～7月 

 災害概要:森林火災13万ha焼失 

 死者1名､負傷者55名､被災者避難7万人、 

 家屋被害120戸 被害額2億8千万ドル 
・ロシア(東部､サハリン)  
 発 生 日:9～10月 

 災害概要:森林火災200万ha焼失 

 死者3名､家屋被害数百戸 
・バングラデッシュ(北部)  
 発 生 日:1月 

 災害概要:寒波 最低気温－6℃ 死者200名 
・カナダ(オン夕リオ､ケベック州)  
 発 生 日:1月初旬 

 災害概要:寒波 死者12名､鉄塔100基倒壊、 

 被害額5億CAドル 
・アメリカ(中西部) 

 発 生 日:11月10日 

 災害概要:寒波 死者4名､家屋被害100戸、 

 停電24万世帯 
・ロシア 
 発 生 日:11月14日 

 災害概要:寒波 最低気温－19℃ 

 死者13名､負傷者200名 
・東欧諸国(ポーランド､ルーマニア､ブルガリア)  
 発 生 日:11月23日 

 災害概要:寒波 最低気温－22℃ 死者130名 
・インド 
 発 生 日:12月 

 災害概要:寒波 死者22名 
・メキシコ(北部)  
 発 生 日:12月 

 災害概要:寒波 気温－10℃ 死者17名 
・アメリカ(北東部)  
 発 生 日:12月24日 

 災害概要:寒波 死者35名 洪水､地すべり発生 
・欧州(ロシア､ポーランド､ハンガリー等)  
 発 生 日:12月下旬 

 災害概要: 寒波(ハンガリーで最低気温－16℃～ 

 －20℃)死者35名 
・アメリカ(イリノｲ､インディアナ､ウィスコンシン州)  
 発 生 日:3月9日 

 災害概要:吹雪 死者8名 交通網 

 停電30万世帯以上 

・フランス(全土)  
 発 生 日:4月8日 

 災害概要:吹雪 死者7名、 

 東部で1万6千戸停電 

・パプアニューギニア(北西沿岸部)  
 発 生 日:7月17日 

 災害概要:津波（M7.0､津波高10m） 

 死者2,182名､行方不明者500名、 

 負傷者472名､被災者10,000名 

 施設被害:橋梁､学校､保健所､教会 
・インド(全土)  
 発 生 日:5～6月 

 災害概要:熱波(最高気温49℃)死者3,028名 
・アメリカ(南西部､東部)  
 発 生 日:7月     

 災害概要:熱波(最高気温43℃)死者130名 
・キプロス 
 発 生 日:8月7日 

 災害概要:熱波 死者48名 
・フィジー(全土)  
 発 生 日:97年9月～98年8月 

 災害概要:干ばつ 被災者 人口の3/4 
・ベトナム 
 発 生 日:97年末～98年8月 

 災害概要: 干ばつ 

 被災者3百万人､被害額4億7百万ドル､ 

 森林火災で11,400ha焼失 
・アメリカ(フロリダ州オーランド)  
 発 生 日:2月23日 

 災害概要:竜巻 死者39名､行方不明者10名、 

 負傷者250名､家屋被害数百戸､停電11万世帯 
・アメリカ(ジョージア州)  
 発 生 日:3月20日 

 災害概要:竜巻 死者13名､負傷者20名 

 施設被害:学校､移動住宅 被害額220万ドル 
・インド(オリッサ､西ベンガル州)  
 発 生 日:3月24日 

 災害概要:竜巻(風速160～180km)死者120名、 

 負傷者1,000名､家屋被害3,000戸 

 施設被害:通信手段 

・中国(湖南省湘郷市)  
 発 生 日:4月11日 

 災害概要:竜巻(ダム上空で発生) 

 死者17名､負傷者50名､家屋被害7,500戸 
・アメリカ(テネシー州ナッシュビル)  
 発 生 日:4月16日 

 災害概要:竜巻 死者10名､負傷者100名、 

 家屋被害約300戸 
・アメリカ(アラバマ､ジョージア､ミシシッピ州)  
 発 生 日:4月8日 

 災害概要:竜巻(最大瞬間風速400km/h) 

 死者42名､負傷者200名､家屋被害1,000名 

 教会､消防局全壊 
・アメリカ(サウスダコ夕州スペンサー)  
 発 生 日:5月30日 

 災害概要:竜巻 死者6名､負傷者150名､ 

 建物の90％が全半壊 
・南アフリカ(ウム夕夕)  
 発 生 日: 12月15日 

 災害概要:竜巻 死者18名､負傷者150名、 

 家屋被害500戸、 
・欧州西部 
 発 生 日:1月2日 

 災害概要:暴風 死者5名 

・イギリス(南西部)  
 発 生 日:10月24日 

 災害概要:暴風(風速128km/h) 

 死者11名 ウェールズで堤防12箇所決壊 

 被害額6億9千万ドル 

          (｢防災｣第597号より引用) 
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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10年8月の福島県南部･栃木県北部における土砂災害- 

  

平成10年8月下旬、福島県と栃木県の県境付近一帯は 

記録的な豪雨に見舞われ、福島県南部では崩壊に起因す 

る泥流状の土砂流出災害、栃木県では渓岸侵食によって 

生産された流木による災害が発生した。 

 今回は、同時に発生した地すべり、がけ崩れ災害につ 

いても併せて述べる。 

(1)土砂災害をもたらした降雨 

 福島県西郷
にしごう

村では、8月26日0時～9月1日12時まで 

で、総雨量1,269mm、最大時間雨量90mm(26日17時～18 

時)を記録した。特に、27日の11時までに、連続雨量で 

584mmを記録している(建設省観測所｢真船｣)｡栃木県の 

那須町では、8月 26日 0時～31日 24時までに総雨量 

 図-4.2に泥流状の土砂流出の発生、流下･堆積区域を 

示す。崩壊A、Bの崩壊幅、斜面長さ、崩壊土量は各々、 

(約 27m・約 40m・約 3,000m 3)、 (約 20m・約 20m・約  

1,000m3)である。いずれも最大崩壊深は約3mであり、 

崩壊面積に比べて深い崩壊であったといえる。崩壊脚部 

周辺には天然ダムの形成・決壊の痕跡は認められないこ 

とから、崩土の流動化は短時間で成されたと考えられ、 

泥流状態で勾配約9～16°の区間を流下した。この箇所 

では、大規模な侵食や土砂堆積は生じていない。これら 

のことから、上流で発生した崩壊土砂のほとんどがから 

まつ荘を直撃したものと判断できる。その一部が建物内 

の壁面に残存する流下痕跡から約1mの流動深で山側の 

窓を破壊して流入（写真-4.1）し、人的被害をもたらし 

たものと考えられる。なお、建物自体には亀裂等の大き 

1,253mm､最大時間雨量90mm(27日1時～2 

時)を記録した(気象庁観測所｢那須｣)。こ 

れらの等雨量線図を図-4.1に示す。ちなみ 

に、地域気象観測(アメダス)準平年値表1) 

(1979～1990)では、白河及び那須の8月の 

月平均降水量ならびに年平均降水量は、白 

河がそれぞれ207.2mm､1,296.4mm､那須が 

それぞれ283.3mm、1,814.8㎜である。 

(2)福島県南部の土砂災害実態 

①泥流状の土砂流出による災害 

 (社会福祉施設｢からまつ荘｣付近) 

写真-4.1  からまつ荘での土砂・流木の堆積状況と泥流状の流れが施設内へ 

      流入した箇所である山側の窓部（撮影者：山田孝） 

図-4.2  泥流状の土砂流出の発生・流下・堆積区域(土木研究所砂防部作成) 

    (土砂の堆積厚分布は測量結果に基づくものではない) 

図-4.1 等雨量線図(8月26日～31日) 

    (土木研究所砂防部が参考文献2 ) 3 )に加筆･修正) 
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な破損は見られない。からまつ荘に衝突する直前の泥流 

状の土砂流出の流速実績値を解析できる資料はないが、 

参考としてからまつ荘直上流部での流下痕跡約1.5mを 

基にマニング式から流速を算定すると約10m/secとな 

り、比較的早い流れであったといえる。ちなみに、その 

計算値を用いて泥流状の流出土砂による単位幅当りの流 

体力を算定すると約28t･f/mとなる。流速が比較的早か 

ったと考えられるにも拘わらず、施設がほとんど破壊さ 

れていない理由のひとつとして、泥流状の流れが主とし 

て黒色の森林土壌と粘土、風化凝灰岩の細砂（中央粒径 

は数mm程度）等の細かな材料から構成されたことによる 

ものと考えられる。その他、長さ5～7m程度の流木が 

比較的多く混入しているが、堆積状況から判断して建物 

にほとんど衝突していない。 

②がけ崩れ災害 

 1）西郷村葭
あし

ノ
の

目
め

地区（写真-4.2） 

 村道沿いの集落で斜面崩壊が2箇所発生し、死者2名、 

住宅の全半壊2戸の被害をもたらした。斜面は南西向き 

で比高が30m、地層構成は、岩塊を含む表層部分は層厚 

最大3m程度で､その下部は風化凝灰岩層である｡図-4.3 

に示した大きな崩壊Aの崩壊土砂（岩塊混じり）が斜面 

の下部にあった人家を跡形無く破壊した。崩壊は、今回 

の一連の雨水により飽和した表土層が、パイピングによ 

り崩壊したものと思われる。 

 2）西郷村羽太
は ぶ と

地区（写真-4.3） 

 県道白河羽太線に面した比高約40m､斜面勾配35～40゜ 

の北向きの斜面の尾根直下から表層崩壊が発生し、負傷 

者2名、住宅の全壊2戸の被害をもたらした。地質は、 

崩壊頭部西側に風化疑灰岩、東側に風化軽石層が分布し、 

その上を厚さ10～15cmの黒褐色の表土が覆っている。崩 

 

 

写真-4.3  福島県西郷村羽太地区の斜面崩壊(撮影者：綱木亮介) 

写真-4.2 福島県西郷村葭ノ目地区の斜面崩壊 

     (崩壊B、撮影者：綱木亮介) 

 
図-4.3  葭ノ目地区崩壊模式図（土木研究所砂防部作成） 
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壊の原因として、①流れ盤を呈する風化凝灰岩の存在、 

②明瞭な不透水層としての風化凝灰岩の存在による間隙 

水圧の上昇、③降雨による土塊重量の増加、が挙げられ 

る。崩壊の規模等は図-4.4に示す。 

3)大信村赤仁田地区 

 比高20m、斜面勾配20～30゜程度の南向きの斜面で表 

層崩壊が発生し、斜面の下にあった住宅1戸を直撃し1名 

が死亡した。地質的には、マサの上を50cmの表土が覆っ 

ている。そのマサが不透水層となり、表土が崩壊したも 

のと思われる。 

 これらの他にも福島県内で88箇所の崩壊が発生してお

り(9月2日12時現在2))、そのほとんどが地下水位の上昇 

に伴う間隙水圧の増加と土塊重量の増加によるものと思

われる。 

(3)栃木県北部の土砂災害の実態 

①余笹川の土砂・流木の流出 

1)最上流域の砂防ダムの状況 

 北温泉・北沢砂防ダムはいずれも満砂しており、若干 

の新規土砂堆積が見られたが、流木の堆積は僅かであっ 

た。余笹川右支川白戸川の砂防ダムは余裕高約1.5mを残 

して未満砂であり、また、流木が大量に流下した形跡は 

ない。したがって、この砂防ダムより上流からの土砂供 

給や流木発生量は少なかったと考えられる。 

2)渓岸崩壊の状況 

 余笹川・白戸川・苦戸川の、渓床勾配1/20～1/30、渓 

床幅3～5m程度の区間における渓岸崩壊地(いずれも崩 

壊面積500m2前後)では、崩壊頭部は60°程度の急崖を 

なして表土(粘土分を含む火山噴出物)が崩壊している 

が､大半は斜面下部の渓岸沿いに表面勾配5°程度で堆積 

している。崩壊地付近の樹林密度は0.1～0.2本/m2程度 

であり、樹高10m程度(30年生程度)の樹木が崩壊地直 

下付近に停止している。洪水痕跡から判断して水位は50

～100cm程度であり、大量の流木を流送している形跡は見

られない。 

3）谷底平野の状況 

 余笹川は那須火山帯からの火山噴出物の堆積地を川の 

浸食作用により開析して谷底平野を形成しているが、平 

常時は河川流量が少ないため澪筋部分は狭く、中洲や洪 

水段丘上は渓畔林で覆われていた。今回の災害では洪水 

中に主流路が変動し、中洲や渓岸を侵食することによっ 

て多量の流木を発生させたようである(写真-4.4)。 

②流木による災害 

 橋梁及びその周辺での被害は､洪水流と共に流下してき

た流木が橋脚に引っかかって流下断面を阻害し､堰上げが

生じたことによって側岸が侵食され､さらに橋の上流側に

砂礫堆が発達し、洪水流の蛇行が助長された。余笹川流 

域では､国道4号余笹橋を始めとして5橋（内1橋は人道橋）

が流出または取付道路の流出等の被害を受けている。 

 
 

写真-4.4 余笹川・白戸川合流点付近(栃木県土木部提供)(旧河道は数十年程度 

     は右側だけであったが､災害時には谷底全体を乱流したことが判る) 

図-4.4  羽太地区崩壊模式図(土木研究所砂防部作成) 
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 那須町高津の高津橋においては、上流側 

に大量の流木が堆積し、背後の河道中央部 

に砂礫堆が形成された。右岸は大きく侵食 

されて橋台が流出していた(写真-4.5)。ピ 

ア間隔は約12mであり、捕捉された流木の 

主体は、長さ10m、直径20～25cm程度で枝 

を付けているものが多いことからも流木の 

発生源は比較的近い場所であることがうか 

がえる。捕捉された流木は広葉樹・針葉樹 

が半数程度ずつである。谷底平野の渓畔林 

は、中洲部分ではミズナラ・ハンノキ等の 

広葉樹が主体であり、側岸部はスギ・マツ 

等の針葉樹が見られることから、流木の発 

生は谷底平野での洪水流の乱流による中洲 

及び渓岸の侵食に由来するものであると考 

えられる。なお､那珂川を流下した流木等は、 

茨城県の大洗町や大洋村の海岸に漂着し、 

その撤去費用も大きな負担となってぃる。 

③地すべりによる天然ダムの形成 

 9月4日昼過ぎ、栃木県矢板市小滝地区の中川左岸

部において大規模な地すべり性崩壊が発生し、移動

土塊が中川を堰止め、天然ダムが形成された（写真

-4.6）。崩壊した斜面の勾配は40°程度、規模は、

幅約100m、長さ約50m､最大深約10m､土量15,000～

20,000m3と推定される。滑落後の斜面上には、部分

的に不安定な小土塊が残存するものの、それ以外に

はほとんど残存土塊はない。また、滑落した土塊上

には、立木が乱雑に折り重なった状態を呈しており、

堆積している土塊の勾配は、水平に近い。この土塊

は、主として強風化流紋岩混じりのロームからなり、

最大厚約10mで中川を埋塞している。埋塞された

区間長はほぼ100mに達するが、右岸側が洗掘され、

幅2～3mの流路が形成されている。この天然ダムの

上流の湛水量は約20,000m3と見積もられた。この天

然ダムの直下流には、小滝鉱泉があり、さらに、5km

ほど下流からは集落が点在することから、これらの

保全対象への危険性が非常に懸念される状況であっ

た。とりわけ、小滝鉱泉においては、中川の河床か

ら比高1mにも満たない部分があることら、4世帯12

名の住民が避難中であった。しかしながら、それよ

りも下流においては、下流約4km地点に寺山鋼製

枠ダム（平成8年度完成でほぼ水平堆砂）が

あり、また、それより下流の河道においては河

積が十分であり、天然ダムの決壊の影響のみで 

危険な状況になる可能性は低いため、通常の気象条件に

おいては避難の必要はないものと判断された。 

④がけ崩れ災害 

 多数の崩壊が見られたが、そのうち人家に係る崩壊斜 

面が10箇所で発生していた（9月3日現在 *））。このう 

ち、那須町旗鉾地区では、人家の裏山約40m上部の東向 

きの斜面で崩壊が発生し、泥流が小さな沢を約80m流下 

し、人家の一部を破損させ、そこで土嚢●積みをしてい

た2名が、泥流に飲み込まれた。地質は、崩壊下部に凝

灰岩が見られ、その上にロームが分布し、厚さ40cmの表

土が表面を覆っていた。崩壊は、崩壊の下部にパイプ（斜 

面の土層内部に形成された自然の通水孔）が2個見られ 

るため、これによる地下水位の上昇に伴う間隙水圧の増 

加によるものと思われる。     （土木研究所砂防部） 

 

※本論は、以下の文献を基に整理したものである。 

反町雄二、南哲行､綱木亮介、小山内信智、山田孝、海老原和重、 

土井康弘（1998）:平成10年8月豪雨による福島県南部･栃木県北 

部土砂災害緊急調査報告､土木技術資料､Vol.40 No.11,pp48-53 

参考文献: 

1）気象庁:地域気象観測（アメダス）準平年値表（1979～1990）， 

  気象庁観測技術資料第58号 

2）福島県土木部：県内の出水、被害状況 

3）栃木県土木部:栃木県北部地域平成10年8月大水害 

 
写真-4.5  栃木県那須町・高津橋の被災状況(上流側より､撮影者：土井康弘) 

 
写真-4.6   栃木県矢板市小滝地区での地すべりによる天然ダムの 

形成(撮影者：綱木亮介) 
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4.2  地すべりによる災害とその考察 

 沖縄県北中城村仲順地区の地すべり防止区域内におい 

て、平成10年10月5日に日雨量150mmを越す集中豪雨(前 

日4日の集中豪雨)を原因として、幅130m,奥行き160m 

の規模を有する地すべりが発生した。この地すべり滑動 

により、ブロック内を通過する村道が下方斜面に10m移 

動した。さらに民家一軒が全壊し、二軒が半壊、さらに 

地すべり下方斜面に位置する北中城村立公民館の施設の 

一部が破壊された(写真-4.7)。 

 被災前の地形状況を見ると、調査地周辺部は標高100 

m～150m程度の丘陵地および緩勾配斜面から成り、地 

質的には新第三系島尻層群内、豊見城層の泥岩・砂岩が 

分布する。一般に島尻層は比較的軟質な泥岩を主体とし 

て、大気にさらされたり、地下水・地表水と接触すると 

スレーキングによる粘土化、吸水膨張による強度低下を 

伴う。島尻層はこのような軟弱化しやすい性質を原因と 

し、多くの崩壊や小規模な地すべりが発生するすべり頻 

発地帯である。 

 地すべり頭部では延長60mに渡って落差10m～15m 

 

写真-4.7  

仲順地区地すべり全景 

(写真提供：沖縄県) 

写真-4. 8 

頭部滑落崖の状況 

(写真提供：沖縄県) 
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の馬蹄型の頭部滑落崖が形成され、崖面には礫混 

じり土砂および島尻泥岩の強風化帯が分布する 

 (写真-4.8)。頭部滑落崖直下の斜面は陥没した 

り、土塊が著しく撹乱した状況にあり、湧水が生 

じ、湿地となっている。また、地すべりブロック 

内を通過する村道が下方斜面に向かって10m程

度移動した。地すべり末端部は隆起が認められ、

斜面内に圧縮亀裂が生じ、多くの湧水が認められ、

湿地となっている。なお、斜面内中央部に位置す 

る民家は、元の位置から10m以上移動しており、

支柱・壁に亀裂が生じ、家屋全体が山側に傾動し 

ている。 

 ボーリング調査の結果、すべり面は比較的深い 

深度(13.50m～18.35m)に位置し､破砕が進行し

た泥岩層内に分布しており､亀裂面に条線(スリッ 

ケン)が認められる。 

 この地すべりは、島尻泥岩の風化による強度低 

下とともに滑動前日の日雨量150mmを越す集中豪 

雨による地下水の上昇で、すべり面の強度低下を 

原因として、発生したものと考えられる。 

 このような小規模な地すべり・崩壊が多発する 

地すべり地帯において集中豪雨などがあった場合 

には、より規模が大きな地すべりの兆候がないか 

調査し、確認する必要があるものと考えられる。 

         (土木研究所地すべり研究室) 

図-4.5  現地踏査平面図 

 

図-4.6  日雨量変動図 
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4.3   がけ崩れによる災害とその考察 
 平成10年5月16日15時30分ごろ、高知県南国市奈路地 

区(図-4.7)において、がけ崩れが発生した。このがけ 

崩れによって、人家1戸が半壊し、2名の方が亡くなら 

れた。 

 奈路地区は、南国市北西部を東流する領石川支流奈路 

川の左岸側、標高300～350m(集落との比高150～200 

m)、傾斜30～40度､東西方向に稜線を有する山地斜面の 

山麓に立地した集落である。山地斜面の基盤地質は、主 

に秩父帯北帯古生代二畳系の上八川層に属し、粘板岩を 

主体に所々に砂岩が分布し一部チャートも挟んだ岩相を 

呈する。一方、斜面下部および奈路川河床付近の基盤地 

質は秩父帯北帯古生代二畳系の上倉層に属し、千枚岩を 

主体として構成される。集落の立地する山麓緩斜面部で 

は、基盤岩を被覆して崖錘堆積層がやや厚く分布する。 

 がけ崩れは、被災を受けた人家の地盤から比高約7ｍ 

のところに存在する幅7～8ｍの平坦地の法肩部分を頭 

部として発生した（図-4.8、写真-4.9、4.10）。規模は、

幅約8ｍ、高さ約5ｍ、崩壊土量約40m3、崩壊土層厚さ 

最大約3ｍであった。この崩土により人家1階の壁・床 

等が破損を受けた。 

 がけ崩れ発生箇所から約1㎞離れたところに位置する

「奈路観測地」の雨量推移データを図-4.9に示す。がけ 

崩れが発生する3時間半ほど前の午後12時ごろから、時 

間雨量40～60mm程度の強い降雨が継続していることが 

 

図-4.7   位置図 

図-4.8 奈路地区平面図 

    (図面提供:高知県 がけ崩れ発生後に 

    実施された工事の計画図面に崩壊範囲 

    を記したものである｡) 

図-4.9  雨量の推移デー夕 

    (奈路観測地) 
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分かる。また、降雨開始時（16日午前2時）からがけ崩 

れ発生時(16日15時30分ごろ)までの連続雨量は222.5mm 

であった(なお、15時から15時30分までの雨量は、15時 

からの1時間雨量43.0mmを2分の1した値を用いた)。 

がけ崩れは、この降雨によってもたらされた雨水の地中 

への浸透により崩壊部分の土塊が不安定化したために発 

生したものと考えられる。 

          (土木研究所急傾斜地崩壊研究室) 

写真-4.9 がけ崩れ全景 

    (写真提供:高知県) 

写真-4.1 0 がけ崩れ近景 

       (写真提供：高知県)

 

4.4 雪崩による災害とその考察 
 本年は、雪崩危険箇所において特筆すべき災害が発生 
していないので掲載しない。 
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第5章 砂防施設の効果 

5.1   砂防施設の効果 

①新潟県両津市における事例   

地先名:新潟県両津市月布施、赤玉 

渓流名:北川、赤玉南川 

原 因：梅雨前線豪雨 

   （連続雨量 294mm、最大時間雨量 55mm） 

 

佐渡島東部に位置する両津市前浜地区は、海岸沿いの 

わずかな平坦地に集落が点在し、標高300～600mに源を

発し日本海に至る土石流危険渓流が数多く存在する地区 

である。この地区に分布する安山岩は亀裂・節理の発達 

したものが見られ、火砕岩については風化を受けやすく 

脆弱で共に土砂の供給源となっている。 

 平成10年 8月 3～ 4日にかけての梅雨前線豪雨によ

り、山腹および渓岸が侵食され大量の土砂が流出したが、

砂防ダムが設置されていた北川（災害前に除石3,000m3 

を実施)､赤玉南川(建設中)では砂防ダムが土砂を捕捉し

下流への被害軽減に寄与した。 

 

写真-5.1 北川 全景（写真提供:新潟県）

写真-5.2  北川 土砂捕捉前 

     (写真提供:新潟県) 

写真-5.3  北川 土砂捕捉後 

      (写真提供：新潟県) 



 

35

 
 

写真-5.4   赤玉南川 土砂捕捉前 

      (写真提供：新潟県) 

写真-5.5  赤玉南川 土砂捕捉後 

     (写真提供：新潟県) 
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②鹿児島県鹿児島市における事例 
地先名：鹿児島県鹿児島市野尻町野尻地先 

渓流名：野尻川 

原  因：低気圧の通過に伴う集中豪雨 

    (連続雨量 82mm、最大時間雨量 58mm) 

 

 桜島の南東部に位置する野尻川は、上流部に桜島の噴 
 

火活動に伴う火山性噴出物が厚く堆積し、わずかな降雨 

でも崩れやすく、土石流が頻発して発生する渓流である。 

 平成10年10月7日の未明から降り始めた集中豪雨に 

より土石流が発生し、約19万m3の土砂流出があったが、 

渓流保全工を整備がなされていたことにより、流下して 

きた土砂を河道外に氾濫させることなく流下させ、周辺 

の病院、学校、一般住民への被害を防いだ。 

 

写真-5.7 土砂捕捉後（写真提供：大隅工事事務所）

写真-5.6 全景 土砂捕捉前（写真提供：大隅工事事務所）
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5.2 地すべり防止施設の効果 

地区名    ：平丸地すべり 

所在地    ：新潟県新井市平丸 

災害原因   ：前線豪雨 

       (連続雨量 300㎜、最大時間雨量 34mm) 

発生年月日  ：平成10年8月27日  

地すべり規模：長さ      25m 

       幅       20m 

       移動土砂量 約1,500m3 

   平成10年8月27日、停滞中の前線により新井市平丸 

（平丸地すべり区域内）で、当日前日までの10日間に215 

mmもの降雨があり地盤がゆるんでいたところに、発生当 

日の日雨量85mmの降雨により、移動土砂量約1,500m3の 

地すべりが発生した。 

 このため、地すべり周辺の5世帯が自主的に避難した。

その後の現地調査により、この地すべりを含む広範囲な 

地すべり発生の兆候が見られたことから、災害関連緊急 

地すべり対策事業を実施した。 

 一方周辺の3つの地すべりブロックにおいては平成4 

年までに地すべり対策事業が終了していたため、地すべ 

りの発生を未然に防止することができた。 

写真-5.8 全景（写真提供：新潟県）

 

写真-5.9 被災ブロック（写真提供：新潟県） 
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写真-5.12  崩壊斜面の全景(写真提供:静岡県) 

 

5.4  雪崩防止施設の効果 

 本年は雪崩防止効果が発揮できるような雪崩は発生していないので掲載しない。 

 

地区名：静岡県田方郡韮山町多田地区 

崩壊発生年月日：平成10年8月30日 

  

当地区は、平成10年8月27日から30日にかけて 

降り続いた前線豪雨（連続雨量 389mm、最大時間 

雨量 38㎜）により、一連の斜面が幅150mにわた 

り崩壊（総崩壊土砂量 300m3）したが、平成2年

度から5年度にかけて設置した待受擁壁工により、

人家への直接の被害は防止され、施設の効果が見 

とめられた。 

5.3  急傾斜地崩壊防止施設の効果 

写真-5.10  斜面の崩壊状況 

     (写真提供:静岡県) 

写真-5.11  崩壊斜面の近景 

     (写真提供:静岡県) 
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第6章 警戒避難体制の実態 

 本報告は、新潟県佐渡地方災害（平成10年8月4日）につい 

て、(財)砂防･地すべり技術センター内で組織する土砂災害ソフ 

ト対策研究会において現地を調査した結果に基づいて報告する 

ものである。なお、調査期間は8月12日～15日である。 

6.1   災害概況 

 平成10年8月4日未明から停滞する梅雨前線の影響で佐渡地 

方を襲った豪雨は、島内を南東から北西へ横断し、未曾有の雨量 

をもたらした。この豪雨による土砂災害は、土石流24渓流、がけ 

崩れ10箇所、地すべり12箇所である。その主な被害は、全壊3 

戸、人家一部破損20戸、床上浸水20戸、床下浸水46戸であり、幸 

いにも人的被害は免れている。主な土砂災害発生箇所は図-6.1の 

ようであり、8月2日～4日までの連続雨量200mm以上の範囲に 

集中している。  

図-6.1  主な災害発生箇所と雨量分布 

表-6.1  主な被害箇所の状況 

番号 箇所名 発生日時 現象名  土 砂 移 動 状 況 避難状況 

1 北川 
8/4 

6:00～9:00 
土石流  

除石したばかりの北川砂防ダムでほとんどの土砂が捕捉され、通過した一部の土砂はダム下流 

の比較的急勾配の流路工により氾濫することなく河口まで導流され被害に至らなかった。 

自主避難 

8/4 6:00 

2 馬瀬川 
8/4 

6:00～9:00 
土石流  北川に流入する支流であり、本川との合流点直上流の田畑に土砂堆積、停止している。 

自主避難 

8/4 6:00 

3 東立島川 
8/4 

7:30 
土石流  

流域内に多くの崩壊地を有し、崩土や河床堆積土砂が流出して河口付近の人家に破損、浸水等 

の被害を与えた。この被害は、河口付近の橋梁が流出土砂等によって閉塞したことによって被 

害を大きくしたものと考えられる。また、河口付近に突出した岩の影響も指摘される。 

自主避難 

8/4 7:00 

4 赤玉南川 
8/4 

6:00～8:00 
土石流  

谷出口付近の砂防ダム（施工中）によって大部分の土砂が捕捉されている。砂防ダムを通過し 

た一部の土砂は渓岸を侵食しつつ下流で氾濫し、人家に被害を与えている。 

自主避難 

8/4 

5 白瀬川 
8/4 

6:00 
土石流  

流域面積が10km2程度の大きな渓流であり、河口付近の国道に土砂が堆積したようであるが、軽 

微である。上流域では、田畑に土砂が堆積している箇所や渓岸侵食の著しい箇所が見られた。 
 

6 達者川 
8/4 

10:00 
土石流  

河口より600m上流付近の開けた田畑に樹林の土砂抑制効果もあいまって約5万m 3ほどの土砂 

が堆積し、下流での被害は比較的軽微であった。 

避難勧告 

8/4 11:00 

7 戸地川 
8/4 

8:00以降 
土石流  

生産土砂のほとんどは、流域内で堆積したもようであり、河口の人家付近では流木や土砂によ 

り橋梁が閉塞することで若干の氾濫が生じるにとどまる。 
 

8 月布施 
8/4 

6:30 
土石流  

地すべり性の崩壊の発生と、小渓流からの土砂流出が輻輳して発生している。地すべり性崩壊 

は、コンクリート擁壁によって人家への被害を免れている。小渓流からの土砂流出は、人家2 

軒を直撃し被害を与えている。 

自主避難 

8/4 6:15 

9 東立島 
8/4 

7:30 
がけ崩れ  

人家裏の急斜面が崩壊し、人家2棟を全壊している。崩壊の目撃者によると、斜面が一瞬浮き 

上がりスッと落下したもよう。崩壊面に露出する岩には細かなキレツが多く、崩壊直後そこか 

ら多くの湧水があったとの証言もある。 

自主避難 

8/4 7:00 

10 戸地 
8/4 

10:00 
がけ崩れ  崖錐堆積物の崩壊であり、崩壊傾斜面背後の水田より排水が集中して崩壊したと考えられる。 

自主避難 

(詳細不明) 

11 達者 
8/4 

9:00頃 
がけ崩れ  

崩壊斜面は約70度に近い極めて急峻な斜面であり、崩壊斜面背後の水田からあふれた水によっ 

て表層土が崩壊したものと考えられる。 

避難勧告 

8/4 11:00 

12 長谷2 
8/4 

7:15 
土石流  

人家背後の小渓流が増水し、渓岸の田畑を侵食しつつ河床堆積土砂が流出することで谷出口の 

人家に被害を与えている。 
 

13 真光寺沢 
8/4 

10:00 
地すべり  

地すべり跡地の一部が活動し、お寺に被害を与えている。地すべり地上部にマツの大木があり、 

その倒壊が危ぶまれる。調査時点においても多くの湧水が継続していた。 
 

14 沢根村 
8/4 

10:00～11:00 
がけ崩れ  休耕田の緑が小崩壊したものであり、人家が近接していたため家屋の一部が被害を受けている。  

15 中佐為 
8/4 

9:30 
地すべり  

過去に活動履歴のある地すべり斜面の1ブロックが対策工事用道路を源頭に滑動したものであ 

る。昨年、隣接斜面でキレツが生じている。地すべり源頭部より人家までの距離が100mほどあ 

り、幸い人家への被害がなかった。 

自主避難 

8/4 9:45 

避難勧告 

16:45 

16 西二宮 
8/4 

10:00～10:30 
地すべり  

一連の斜面で複数の地すべり性崩壊を生じている。小規模ではあるが、擁壁が設けられていた 

箇所では人家一部破損にとどまるが、未対策の斜面では人家1戸を全壊している。 

自主避難 

8/4時刻不明 
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6.2 警戒避難体制の実態と課題 

（1）地域住民による見回り・点検体制の確立 

 豪雨に際し地域住民は、河川の状況や裏山の畑の状況 

などを自ら見回っている。東立島地区や月布施地区など 

では、区長が中心となってその状況変化について行政と 

密な連絡をとりつつ、自主避難によって人的被害を免れ 

ている。 

（2）自主避難体制の確立 

 今回の災害では、区長の適切な判断による自主避難が 

注目されることろであるが、いずれの地区も避難場所ヘ 

の移動開始時点は地区内でがけ崩れ等が生じ、家屋等に 

何らかの被害を受けた後の行動であり十分とはいえない 

側面がある。 

(3)きめ細かな基準雨量の設定 

 今回の災害経過をみると、東立島地区や達者地区では、 

がけ崩れが発生した直後に溢水し、戸地地区では溢水後 

2～3時間経過してがけ崩れが発生するなど、地区ごと 

にその様相が異なる。このように、現実には河川の溢水や 

がけ崩れ､土石流､流木による河道閉塞などが輻輳して発 

生するケースが多く、地域住民の立場からは災害形態な 

ど問題とならず、各自の人命･財産の安否が第一であるこ 

とから、河川災害･土砂災害にとらわれない総合的な警戒 

避難基準雨量の設定が必要であり、そのためには集落単 

位ごとにきめ細かな設定を行う必要がある。 

写真-6.3  達者川土砂堆積状況 

渓流周辺の畑地・林地に多くの土砂が堆積、樹林による土砂抑制効果が見受けられる。

写真-6.2 東立島地区崩壊状況 

聞き込みによると､「プチプチ」という太い 

ものが切れるような音がしたかと思うと

斜面が浮き上がるように滑り落ち、人家2

戸を全壊させたと証言されている。 

写真-6.1 東立島川被災地全景 

写真手前の橋梁部が閉塞し、土砂・水が氾濫した様子。 

土砂堆積深約2m 
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(4)基準雨量の運用改善 

 当地域における土石流警戒避難基準雨量は昭和61年に調 

査検討がなされ、一応の基準値が得られているものの試行 

段階にある。この試行段階の土石流警戒避難基準を今回の 

災害をもとに検証した結果、今回の災害は全てＣＬを超過 

した時点で発生しており、空振りはない（図-6.2）。 

参考文献 

1）建設省河川局砂防部：土石流に関する警報の発令と避 

  難指示のための降雨量設定指針（案）,1984 

2）新潟県土木部砂防課：土石流対策調査委託報告書（警 

  戒避難基準雨量設定）佐渡地区,1886 
 

図-6.2 既往CLの検証 

表-6.2  聞取り調査の事例 

              現     象     名：がけ崩れおよび土石流                   聞取り年月日：平成10年8月14日 

災 害 箇 所 名：東立島地区�東立島川  

ヒヤリング対象者：端野靖夫区長 

時 刻 事  象 

8/4 3:00 いつものようにラジオを聞きながら寝ていたので、大雨になることはあらかじめ知っていた。 

     ～3:30 
夜中目が覚め、3時～3時半頃、様子を見ようと外へ出る。前々から溢れることの多かった自宅脇の水路の状況を見に行くと、案 

の定溢れていた。そのため、自家用車を安全な場所へ移動した。 

明るくなる頃、前々から危険な地域であることは知っていたので、近所の人とそのような話題で会話していた。 

5:00 夜が明ける頃、増水による危険を感じ、市役所へ第1報を入れた。 

     6:00～7:00 
増水は進み、6時から7時頃、住民は自衛の水防活動として、溢れだす側溝の蓋を取り外すなどの活動を行なった。 

7時頃には、川が土砂とともに激しく増水し、床下浸水は必至と判断されたため、家屋から離れるように指示するとともに、非常 

事態を市役所に通報した。この時時計を見たら7:30頃だった。 

7:30 

鈴木カメノ、菊池由考宅の裏斜面から「プチプチ」と太いものが切れるような音がしたかと思うと、竹林が動きだした。竹林は、 

表面が浮き上がったように動き、斜面全面が一体となって滑り落ちるように崩壊した。 

これを見て、周辺の住民に聞こえるような大きな声で「逃げろ！」と叫び、すぐ市に連絡した。 

直後、東立島川火口で水が吹き上がるところを目撃した(河口にある岩に流出した土砂や水が激突して吹き上げたものと想像した)。 

隣接する集落の区長へ、避難受入れの依頼を電話連絡し、東立島川より西側の住民は鮑（あわび）の公民館へ、東側の住民は東強 

清水（ひがしこわしみず）の中川縫製工場へ避難することになった。 

8:00 
8時頃、増水のため東立島地区の西側で立ち往生していた新潟交通の路線バスを利用し、鮑地区公民館への避難者輸送を行なった。 

8時半頃には避難は完了していた（区長は東立島川の西側にいたため、東側の状況は詳しくない）。 

避難場所では、「寒い」「お腹がすいた」という訴えの中、避難により空き家となった家から食料などをかき集め対応した。また、 

市と刻々と連絡を取り続けた。特に東側の子供や妊婦、身障者などの安否が心配された。 

8:30 全員の無事を確認した。 

以後、物資の輸送などは、小舟を利用するなどして孤立化に対処した。 

8/5 午後 避難生活が長期化することを踏まえ、中側縫製工場および鮑公民館の避難者を区長の管理する空家（区長の妻の実家）に移動した。 

鮑地区からの移動は、小舟を使って行なった。 

その他: 

Ｏ全壞となった家屋の住人は、朝早くには仕事(建設業)ヘ出かけたり、排水溝の蓋を取り除く作業をするために外に出ていたため幸い無事だった。 

Ｏ周辺住民からの差し入れが多く、気弱な中、大変ありがたく感じた。 

Ｏ当初は、29人避難しており、現在は19人である。 

Ｏ自主防災組織はないが、この地域の住民は非常に危險な箇所に住んでいる意識は前々からあった。また、高齡化のため自主防災組織の運営は難しく、 

消防団(第5分団)もあるが日中働きに出ているものがほとんどなのでいつでも対応できる状況にない。 

Ｏ移転の希望もあるが、移転先がない。 

Ｏ建設大臣の視察時に、被害のあった箇所だけではなく、周辺を含めた安全な地域づくりのための対策工事を希望する旨を陳情した。 
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第7章      土砂災害の10年 

 
  
 
 

10年前の昭和63年（1988年）を振り返ってみると、土砂災害の発生件数が574件で、死者・行方不明者数が29名であ 

った。この年は、7月中旬から下旬にかけて、西日本一帯で土砂災害が頻発した年であった。 

 ここでは、広島県加計町の災害および島根県浜田市の災害を例に挙げて、当時の被災地の状況と現在の復旧状況を紹 

介する。 

 

 

①広島県加計町江河内谷川土石流災害 

 （太田川水系江河内谷川他14渓流において土石流発生） 

 発生日時：昭和63年7月21日未明 

 被害状況：死者10名、負傷者7名、家屋流出19戸等 

 降雨状況：加計土木事務所 

      連 続 雨 量  264㎜（7月20日14時～21日6時） 

      最大時間雨量  57㎜（7月21日3時～4時） 

 

写真-7.1  被害状況全景（広島県砂防課提供） 
写真-7.2  復旧状況全景（広島県砂防課提供）
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②島根県浜田市今井迫川土石流災害 

（浜田川水系今井迫川他29渓流において土石流発生） 

 発生日時：昭和63年7月15日未明および21日未明 

 被害状況：家屋全半壊7戸、負傷者3名 

 降雨状況：7月15日（気象庁浜田測候所） 

      連 続 雨 量   412mm（7月13日22時～16日7時） 

      最大時間雨量  84mm（7月15日3時～4時） 

      7月21日（三隅町役場） 

      連 続 雨 量   344mm（7月20日13時～21日4時） 

      最大時間雨量  l00mm（7月20日22時～23時） 

写真-7.3  被害状況（山陰中央新報社提供） 

写真-7.4  復旧状況（島根県砂防課提供）
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第8章   まとめ 

 平成10年に発生した土砂災害についてまとめると次 

のとおりである。      

○記録的豪雨を各地で観測 

 平成10年の気候の特徴として、高温・多雨・寡照が目 

立った。台風第1号の発生が7月9日と発生の最も遅い

記録を更新したものの､上陸数は4個と平年並み（2.8個）

を大きく上回った。また、東北・北陸地方では梅雨明け 

が不明瞭で、梅雨明け宣言が発せられない年となった。 

 平成10年の降雨記録の中に観測史上最大の降雨量を 

記録した地点が幾つか見られる。例えば、栃木県那須町 

では、8月26日夜から27日にかけての豪雨で、最大1時 

間雨量90mm、最大日雨量607mm（27日）とこれまでの記録 

を大きく更新している。このほか、新潟県、高知県内で 

も観測史上最大の降雨を観測している。 

○頻発した土砂災害 

 平成10年は、全国46都道府県で土砂災害が発生し、発 

生件数は、1,629件と近年では平成5年（1,897件）に次 

いで多い年であった。過去5年間（平成5～9年）の平 

均が918件であり、平成10年の発生件数はその平均値を 

大きく上回っている。特に平成10年は、8月以降に集中 

して土砂災害が頻発している。 

 人的被害の状況につぃては、土石流により9名、がけ 

崩れにより12名の尊い人命が奪われた。21名の被害者の 

うち、13名は幼児・高齢者や障害者といったいわゆる災 

害弱者であり、なかでも8月27日福島県西郷村にある救 

護施設「太陽の国 からまつ荘」では、入所者5名が土 

石流により死亡している。 

○活発な火山活動 

 平成10年の火山活動では、4月29日に臨時火山情報が 

発令された岩手山の火山活動の活発化をはじめとして、 

10月25日の北海道駒ヶ岳、11月9日の雌阿寒岳の噴火等 

が挙げられる。 

○砂防設備等の効果 

 佐渡島東部に位置する新潟県両津市前浜地区では、8 

月3～4日にかけての梅雨前線豪雨により、山腹および 

護岸の侵食により大量の土砂が流出したが、砂防ダムで 

土砂を捕捉したことにより下流への被害軽減に寄与した。 

 また、静岡県田方郡韮山町では8月27～30日の前線豪 

雨により、斜面崩壊が発生したが、急傾斜地崩壊対策事 

業として設置された待受擁壁工により人家への直接の被 

害は防止された。 

 事前の警戒避難による事例として、静岡県田方郡函南 

町畑自主防災会では、8月下旬の前線と台風の際、大雨 

による被害を警戒し自主的にパトロールを実施し､｢大き 

な石が流れる音｣を察知して付近の住民を避難させ、そ 

の20分後に発生した土石流から人命を守った。 

○海外における土砂災害 

 平成10年を代表する海外における土砂災害として、ハ 

リケーン・ミッチによる被害を紹介する。 

 ハリケーン･ミッチは､10月30日から11月3日にかけて 

中米諸国を直撃し、その被害はホンジュラス､ニカラグア、

エルサルバドル､グアテマラ等に及んだ｡特にホンジュラス 

では、5日間にわたる長期間の降雨により､各地で土石流、 

地すべり､がけ崩れを引き起こし､直接的な土砂災害に見舞 

われたばかりでなく、下流河川へ多量の土砂を流出したこ 

とにより､河岸の侵食､橋梁など構造物への被害が相次いだ。 

 近年の土砂災書では、平成9年の鹿児島県・針原川で 

の土石流災害など予想をはるかに上回るような災害規模、 

平成10年の福島県西郷村での災害等危険箇所としてカ 

ウントされていなかった箇所での災害発生など、土砂災 

害の取り組みを再考させられる例が見られる。自然の猛 

威を実感せざるを得ない土砂災害について、その防止と 

被害の軽減に向けて、本冊子が少しでも関係各位に役立 

てられることを切に願うものである。 

 なお、本冊子を取りまとめるにあたってご協力いただ 

いた皆様にこの場を借りて感謝の意を表します。 

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、ご協力下さった方々に感謝の意を表します。 
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○宮平操（1999）:1998年 日本の天候・台風、〝気象″43･1 財団法人日本気象協会 

○湯田憲一（1999）:日本の天候 まとめ 1998年の天候、〝気象″43･3 財団法人日本気象協会 

○林文（1999）:1998年 日本の天候・大雨、〝気象″43･2 財団法人日本気象協会 

○財団法人日本気象協会:1998年1月-12月の記録（地震・火山概況）〝気象″42･3～43･2 財団法人日本気象協会 

○土砂災害ソフト対策研究会（1999）:平成10年8月新潟佐渡地方土砂災害調査報告〝SABO″62号 財団法人 砂防･地すべり技術センター

○建設省河川局防災・海岸課、災害対策室（1999）:1998年世界の主な自然災害、〝防災″第597号 社団法人全国防災協会 
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