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● はじめに

この「土砂災害の実態」は平成16年 1月 から12月 までに発生した土砂災

害の実態をとりまとめたものです。

最近5年 間の土砂災害の発生件数は、平均して年間約1000件余りです

が、平成16年は約2500件余と|ヨr2.5倍の数に上り、まさに災害の年といっ

た感がありました。

平成16年の大災害の皮切りは7月 の新潟・福島豪雨災害でした。その

後、福井豪雨が続きました。また台風の当たり年でもあり、6月 に上陸した台

風4号を上陸第 1号として最終の23号までlo個の台風が上陸しました。この

10個という数は観測史上我が国に上陸した台風の新記録となり、四国や近

畿を中心に各地で被害の発生をみました。さらに、ようやく雨の季節を脱し、

穏やかな晩秋を迎えようとしていた10月 下旬には新潟県中越地震が発生

し、新潟県中越地方は壊滅的な被害を被りました。この地震では土砂災害

の多発が大きく取り上げられました。平成16年 災害の土砂災害に係る死

者・行方不明者は、62人に及んでいます。

年の瀬も押し迫った12月 26日 にははるかスマトラ沖でマグニチュード9.0

という超巨大地震が発生し、未曾有の大災害となりました。地震大国であ

る日本では既に地震の活動期に入つたのではないかとされておりますが、

今後、さらに地震と土砂災害についての検討が求められています。

この「土砂災害の実態」は昭和57年から発行を続けています。多様な土

砂災害の対策を考える上で過去の様々な土砂災害から学ぶためのよすが

となればと考えておりますが、今後はさらに資料の充実を図りたいと思って

おります。「土砂災害防止法」が整備され、土砂災害対策の両輪が整備さ

れる一方、各地で災害が多発し、土砂災害対策の重要性が益々高まる中

で本書が砂防関係の方々のみならず広く防災関係の方々の参考になれ

ば幸いです。

本書の発刊にあたっては国土交通省、気象庁、国土総合政策技術研究

所、独立行政法人土木研究所及び都道府県の砂防関係者の方々には多

大なご支援、ご協力を賜りました。改めて厚く感謝を申し上げます。

平成17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

平成16年の土砂災害発生件数は、土石流565件、地す

べり461件、力ヽ ナ崩れ1511件、合計2537件が報告されてお

り、過去5年 間 (平成H～ 15年 )の平均年間発生件数811

件と比べてかなり多い。

発生原因別に整理すると、融雪15件、梅雨482件、台風

1682件、梅雨・台風以外の降雨115件、地震225件で、台

風災害が顕著である。

発生地域別にみると、北陸地方 (668件 )と 四国地方

(582件 )で多く、この2地域において平成16年の土砂災害

の約半数が発生している。

土砂災害を発生させた主な災害は、7月 の新潟・福島豪

雨 (274件、死者2名 ※)、 福井豪雨 (138件、死者1名 ※)、 9

月の台風21号 (251件、死者・行方不明者17名 ※)、 10月

の台風22号 (233件、死者2名 ※)、 台風23号 (800件、死者

27名 ※)、 新潟中越地震 (225件、死者4名 ※)が挙げられ

る。(※ 土砂災害による死者・行方不明者 )

(土石流)

平成16年の土石流発生件数は565件で、過去5年 間の

平均年間発生件数141件の約4倍である。

被害状況は、人的被害については死者27名 と過去5年

間で最も多く、家屋被害は全壊家屋126戸、半壊家屋 164

戸、一部損壊246戸となっている。

被害の特徴について述べると、死者が出た土石流は

7府県において17件となっているが、土石流1件あたりの死

者はいずれも5名以下となっている。

発生原因別に概要を述べると融雪による土石流が1件、

地震による土石流力沼件、梅雨。台風以外の降雨による土

石流が17件発生しているが、いずれも人的被害は出てい

ない。

梅雨による土石流は132件である。特に7月 18日 の福井

豪雨により、福井県では土石流が104件発生し、死者 1名

(鯖江市)、 全壊家屋26戸、半壊家屋45戸、一部損壊82戸

の被害が出ている。

表‐11 平成16年 気象 。地象別土砂災害発生状況

1無摯1壌象
11■●■|

… ・
継 轟 年慈

・
農
・

璧

藷輻
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地すべり 0 0 0 0
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土石流 1 0 0 0

地すべり 4 0 0 0

がけ崩れ 0 0 0 1

/1ヽ計 0 0 0

+石流 565 27 126 164

地 すべり 7 2

がけ崩れ 28 40 58

ノIヽ計 2537 62 209 253 725
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台風による土石流は410件発生し、死者26名 等の被害

が出ている。8月 1日 ～2日 にかけては、台風 10号 により徳

島県を中心に17件の土石流が発生し、死者2名 (徳島県

那賀郡木沢村 )、 全壊家屋7戸、半壊家屋9戸 、一部損壊

11戸の被害が出ている。8月 17日 ～18日 にかけては、台風

15号により愛媛県を中心に37件の土石流が発生し、死者5

名 (愛媛県新居浜市3名 、香川県三豊郡大野原町2名 )、

全壊家屋18戸、半壊家屋15戸、一部損壊10戸の被害が

出ている。9月 29日 ～30日 にかけては、台風21号により愛

媛県。香川県を中心に128件の土石流が発生し、死者4名

(愛媛県四国中央市2名、西条市2名 )、 全壊家屋33戸、半

壊家屋46戸 、一部損壊65戸の被害が出ている。10月 20

日～21日 にかけては、台風23号により香川県・兵庫県・京

都府・長野県など13府 県にわたって179件の土石流が発

生し、死者15名 (岡 山県玉野市5名、京都府舞鶴市3名 、

宮津市 1名 、香川県さぬき市3名 、岐阜県高山市2名 、吉城

郡国府町1名 )、 全壊家屋26戸、半壊家屋34戸、一部損壊

55戸の被害が出ている。

(地すべり)

平成 16年の地すべりの発生件数は461件で、過去5年

間の平均年間発生件数149件 に比べてかなり多い。

被害状況は、人的被害については死者7名 と過去5年間

で最も多く、家屋被害は全壊家屋33戸、半壊家屋31戸、一

部損壊66戸となっている。

発生原因別に概要を述べると、融雪による地すべりが

12件、梅雨・台風以外の降雨による地すべリカηO件発生し

ているが、いずれも人的被害は出ていない。

梅雨による地すべりは107件である。特に、7月 10日 ～18

日にかけての新潟・福島豪雨等の降雨では、新潟県で81

件の地すべりが発生し、死者1名 (栃尾市)、全壊家屋2戸、

半壊家屋3戸、一部損壊6戸の被害が出ている。

台風による地すべりは187件である。9月 29日 ～30日 に

かけては、台風21号により愛媛県を中心に17件の地すべ

りが発生し、死者4名 (愛媛県新居浜市)、 全壊家屋6戸、

半壊家屋2戸、一部損壊4戸の被害が出ている。

地震による地すべりは、新潟県中越地震により新潟県に

おいて131件発生し、死者2名 (長岡市 )、 全壊家屋 18戸、

半壊家屋23戸 、一部損壊31戸の被害が出ている他、地す

べり土塊が河道を閉塞して天然ダムを形成し家屋が浸水

するなどの被害が出ている。

(がけ崩れ)

平成16年 のがけ崩れの発生件数は15H件である。過

去5年間の平均年間発生件数521件の約3倍である。

被害状況は、人的被害については死者・行方不明者28

名と過去5年 間で最も多く、家屋被害は全壊家屋50戸、半

壊家屋58戸 、一部損壊413戸となっている。

発生原因別に概要を述べる。

融雪による力ヽ ナ崩れは2件発生しているが、人的被害は

出ていない。

梅雨・台風以外の降雨による力れナ崩れは78件である。秋

田県由利郡矢島町では3月 11日 に力ヽ す崩れが発生し、死

者 1名の被害が出ている。

梅雨による力ヽ ナ崩れは243件である。特に、7月 13日 ～17

日にかけての新潟・福島豪雨等の降雨では、新潟県で138

件の力ヽ す崩れが発生し、死者 1名 (三 島郡出雲崎町)、 全

壊家屋 1戸、半壊家屋 1戸 、一部損壊37戸の被害が出て

いる。

台風による力ヽ ナ崩れはlo85件である。鹿児島県薩摩郡

東郷町では9月 7日 の台風 18号により死者 1名の被害が出

ている。9月 29日 の台風21号では、108件の力ヽ す崩れが発

生し、死者・行方不明者9名 (三重県多気郡宮川村7名 、

愛媛県西条市2名 )、 全壊家屋7戸、半壊家屋9戸、一部損

壊20戸の被害が出ている。10月 9日 ～10日 にかけての台

風22号では、神奈川県などで211件の力ヽ ナ崩れが発生し、

死者2名 (ネ申奈川県鎌倉市 1名 、静岡県伊豆市 1名 )、 全

壊家屋6戸、半壊家屋6戸、一部損壊60戸の被害が出て

いる。10月 18日 ～25日 にかけての台風23号等による降雨

では、30府県において494件の力ヽ ナ崩れが発生し、死者 12

名 (愛媛県四国中央市2名、東温市1名、宇和島市1名、兵

庫県津名郡津名町2名、一官町1名、出石郡出石町1名、

香川県さぬき市 1名、東かがわ市1名 、岡山県倉敷市 1名、

京都府宮津市 1名 )、 全壊家屋28戸、半壊家屋21戸 、一部

損壊164戸の被害が出ている。

地震による力]ナ崩れは、新潟県中越地震により新潟県

において90件発生し、死者2名 (長 岡市 )、 半壊家屋4戸、

一部損壊16戸の被害が出ている。
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図-11 自然災害による原因別死者。行方不明者数 (昭和42年～平成16年 )

1.各年の死者・行方不明者数のうち,全 自然災害については消防庁,土石流・地すべり,がけ崩れ,雪崩については国土交通省河川局砂防部調べ。

2全 自然災害の死者・行方不明者数は暴風,豪雨,洪 水,高潮,地震,津波,火山噴火、その他異常な自然現象により生じた被害であり、合計に雪崩は含んでいない。

3.雪崩による死者・行方不明者数は保全人家など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などは含んでいない。

4平成3年および平成5年における土石流による死者・行方不明者数それぞれ55人 ,33人 のうちには,雲仙・普賢岳の火砕流による死者数43人 1行方不明1人が含まれている。

5.平成7年における全自然災害死者・行方不明者数には阪神・淡路大震災による死者・行方不明者 (平成7年 12月 27日 現在の災害関連死者数910名 )が含まれている。

※平成16年 版 消防白書による(平成16年 1月 ～10月 までの主な風水害による被害の数値から、地震、火山噴火による被害は含まれていない。)

6,478



土砂災害をもたらした気象・地象
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21 平成 16年の気象概 要

平成16年の気象の概要は以下のとおりである。

・気温が平年より高い傾向が続き、特に夏は記録的な暑

さとなった。

・梅雨前線は全般的には不活発だったが、7月 中旬には

活発化し豪雨が発生した。

・相次ぐ台風により、大雨などの被害が多かった。

1月 と2月 には冬型の気圧配置が長続きしなかった。3月

と4月 には高気圧に覆われて晴れる日が多かったが、5月

には低気圧や前線の影響により曇りや雨の日が多かった。

南西諸島では3～5月 にかけて3か月連続で少雨となった。

6月 には太平洋高気圧が平年に比べて大きく北へ張り出

し、日本付近で勢力が強かったため南西諸島を除き高温

となった。この大平洋高気圧の勢力が強い状況は10月

まで続き、7～ 8月 前半にかけては各地で記録的な暑さとな

平均気温平年差 (℃ )

(2004年 )

った。また9月 には残暑が厳しかった。梅雨前線の活動は

概ね不活発であったが、7月 中旬に活発化した前線により

新潟・福島、福井で甚大な災害を伴う豪雨となった。また、6

月からlo月 にかけて、大平洋高気圧の縁を回つて10個の

台風が上陸し、大雨、暴風、高潮等により甚大な被害をも

たらした。台風の年間上陸数10個 は従来の記録6個を大

幅に上回る新記録となった。10月 には秋雨前線や台風に

より雨の日が多く、北 日本から西 日本の32地点で月降水

量の記録を更新する多雨となった。11月 には高気圧に覆

われて晴れの日が多く、北。東日本で記録的な高温となっ

た。12月 も上。中旬には冬型の気圧配置が長続きせず高

気圧に覆われることが多く、西日本を中心に記録的な高温

となった。

年平均気温は、全国的に平年を1℃以上上回つたところ

が多く、一部の地点では平年を1.5℃ 以上上回つた。東 日

本から西 日本にかけての25地 点で年平均気温の最高値

を更新し、14地点でタイ記録となった。

年降水量は、北海道を除いて平年を上回つたところが

多かった。北 日本から西 日本にかけての所々で平年の

120%以上となり、四国の一部などでは平年の140%を超え

たところがあった。洲本 (兵庫県)や宇和島 (愛媛県)では

年降水量の最大値を更新した。

年間日照時間は、北 日本の一部を除いて平年を上回

ったところが多かった。特に、関東甲信地方や西日本の一

部では平年のHO%以上となった。甲府 (山梨県)や大阪

なあ 地点で年間日照時間の最大値を更新した。
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2.2 前線による大雨

新潟・福島豪雨 17月 12日 から13日 にかけて梅雨前線

の活動が活発になり、新潟県の中越地方から福島県会津

地方にかけて同じ地域で長時間にわたり雨が降り続いた。

新潟県栃尾市では7月 13日 の日雨量が421mmと、7月 の

月間雨量の平年値 (242.6mm)を 大きく超え、新潟県の長

岡地域や三条地域では記録的な大雨になった。この大雨

により、新潟県内の信濃川水系の五十嵐川、刈谷田川、中

之島川などHか所で堤防が決壊し、床上浸水12,466戸 、

床下浸水 13,936戸 (警察庁調べ)などの被害が発生した。

福井豪雨 :新潟県や福島県に大雨を降らせた梅雨前

線は7月 14日 以降も北陸地方や東北地方に停滞し続け、

7月 17日 から18日 にかけて福井県で非常に激しい雨が降

った。福井県美山町では1時 間に96mmの猛烈な雨が降

り、総雨量は7月 の月間総雨量の平年値 (236.7mm)を 上

回る285mmと なった。この雨により九頭竜川水系の足羽川

や清滝川など9か所で堤防が決壊し、福井市や周辺の市

町村で床上浸水4,330戸 床 下浸水9,842戸 (警察庁調べ
)

の浸水被害が発生した。また、新潟県・山形県・秋田県で

も大雨になった。

新潟・福島豪雨、福井豪雨は、いずれも梅雨前線が停

滞しているところに、南から非常に暖かく湿つた空気が梅

雨前線に流れ込み、限られた領域で強い雨雲を次々に発

生させたものと考えられている。今回は日本海側での豪雨

だったが、梅雨前線の位置や太平洋高気圧の張り出し方

によっては太平洋側で豪雨となることもある。

2.3 台風による大雨 (台風第10号 、第15号、第21号 、第23号 |

台風第10号 :7月 31日 に高知県に上陸し、瀬戸内海を

経て山口県に再上陸した。湿った空気が数日にわたって

太平洋から流れ込んだため台風通過後も台風一過の晴

天にはならず、徳島県を中心に紀伊半島南部や四国南部

で大雨が続いた。徳島県木頭村では8月 1日 の日雨量が

1,317mm(四 国電力の雨量計)と、これまでの日雨量の日

本記録1,114mm(徳島県木沢村)を200mmも 更新するな

ど、雨の多い奈良県・徳島県でも7月 や8月 の月間雨量平

年値の2～ 3倍に相当する大雨となった。

台風第15号 :東シナ海から日本海を北上した台風は8

月20日 に青森県に上陸した。台風が日本海を北上中に

暖かく湿った空気が西日本や東日本に流れ込み、四国で

は総雨量が600mmを 超え、普段大雨が降ることが少ない

四国の瀬戸内海沿岸でも非常に激しい雨が降り、愛媛県

新居浜市や香川県大野原町などで土石流が発生した。

愛媛県との県境域に位置する高知県大川村では周囲の

町とをつなぐ道路が崩壊して孤立した。

台風第21号 19月 29日 に鹿児島県に上陸した後、高知

県と大阪府に再上陸し、北陸、東北地方を通過した。台風

接近前から降つていた秋雨前線の雨に台風本体の雨が

加わったため尾鷲市では総雨量が900mmを超え、三重県

宮川村では1時 間に139mmの強雨を観測するなど、四国

地方や近畿地方を中心に大雨となり、三重県宮川村や愛

媛県新居浜市などで土砂災害が発生した。床上浸水は

5,193戸、床下浸水は14,412戸発生し、中でも三重県では

床上浸水2,532戸、床下浸水3,316戸、愛媛県では床上浸

水1,638戸 、床下浸水4,422戸 (7肖 防庁調べ )と、両県だけ

で全国の床上・床下浸水被害のそれぞれ半数以上が発

生した。

台風第23号 :10月 20日 に高知県に上陸した後、近畿地

方・東海地方を進み、21日 に関東地方で温帯低気圧にな

った。台風と秋雨前線の影響により長時間にわたって雨が

降り続き、四国地方や大分県で総雨量が500mmを超えた

ほか、近畿南部や東海、甲信地方でも300mmを超えた。特

に、台風が上陸した20日 には九州地方から関東地方にか

けての多くの観測地点で日雨量の記録を更新した。この

大雨により、兵庫県豊岡市や出石町を流れる円山川、出

石川の堤防が決壊して広範囲に浸水害が発生したほか、

京都府舞鶴市や兵庫県西脇市・洲本市でも河り‖の増水・
図-23 平成16年に日本に上陸した台風の経路図



氾濫による浸水害が発生した。全国では、住宅の一部破

損が10,834戸、床上浸水14,289戸 、床下浸水41,120戸 な

どの被害が発生し、中でも京都府・兵庫県・岡山県・香川

県の1府3県に被害が集中した。また、岡山県玉野市、京

都府宮津市、香川県東かがわ市をはじめ、比較的雨が少

ない地域に記録的な大雨が降り、各地で多くの土砂災害

が発生した。さらに、高知県室戸市では高波により堤防が

損壊した。台風による人的被害は、兵庫県、京都府、香川

県を中心に全国で死者95人、行方不明者3人、負傷者

552人 (消防庁調べ)にのぼった。

気象台は大雨警報の中で土砂災害に対する警戒を呼

びかけているが、土砂災害発生の危険性が一段と高まっ

た場合には「重要変更! ○○市では過去数年間で最も

土砂災害の危険性が高まっている」として大雨警報を更

新し、さらに重要な警戒を呼びかけている。

これには「土壌雨量指数」という、雨量データから計算し

た土砂災害の危険度を表す指標を用いている。この指数

は、全国を約 1万 4千に区切った約5km× 5kmのメッシュご

とに土壌中に貯まっている雨量に対応するものである。こ

の指数の値を過去の大雨時の値と比較し、過去10年間の

最高値を更新した場合に、上記の重要変更により土砂災

害に対する厳重な警戒を呼びかけている。

通常の大雨警報は都道府県をいくつかに分割した二

次細分区域と呼ばれる区域を発表単位としているが、この

重要変更については可能な場合には市町村を特定できる

場合には市町村の名前を特定して発表している。

平成16年は各地で大雨が続いたため、のべ67回の重

要変更を発表した。例えば、新潟・福島豪雨、福井豪雨、

台風第10号、第15号、第21号、第23号では、図-2.4に示し

たメッシュを含む二次細分区域や市町村に対して重要変

更を発表した。

図‐24 新潟・福島豪雨、福井豪雨、台風第10号、第15号、第21号、第23号のそれぞれにより過去10年間の土壊雨量指数の最高値

を更新したメッシュ(赤色)



2.4 平成 16年の主な地震活動状況

1.平成16年 (2004年 )新潟県中越地震について

平成16年 10月 23日 17時56分、新潟県中越地方の深さ

13kmで M6.8(暫 定値 )の 地震が発生し、新潟県で震度7

を観測したほか、東北地方から近畿地方にかけて震度 1

以上を観測し、この地震発生直後1時間以内に最大震度

6強の余震が2回発生するなど活発な余震活動があった。

これら一連の地震活動は北西―南東方向に圧縮する

力を受けて発生した逆断層型の地震と考えられ、この地域

の複雑な地殻構造を反映し、複数の断層で地震が発生し

たために活発な余震活動を伴ったと考えられる。

この地震により、死者40名 、負傷者4,574名、住家全壊

2,867棟、住家半壊H,122棟などの被害が発生した(平成

17年 1月 12日 09時現在、総務省消防庁による)。

気象庁は10月 23日 17時56分に発生した地震を「平成

16年 (2004年 )新潟県中越地震」(英語名:The Mid

Nligata prefecture Earthquake in 2004)と 命名した。

2.5 平成 16年の主な火 山活動状況

藝 鸞 趙 撫 i誰 星i楯 蠍 乱 蝶 覇

し、山麓に火山糠が降ったほか、東北地方から関東地方

の広範囲で降灰があつた。

2002年秋頃から横ばい傾向を示して

養轟籟埃釉鑽諏 ぃた山頂火日からの火山ガス(二酸化

硫黄)の放出量は、9月 頃からやや少なくなったが、依然と

して多い状態が続いた。H月 末～12月 上旬に小規模な

噴火カン回発生し山麓で降灰があった。

型嘱鵬Lξ由 薩乱蜆冤露醜生
火回の熱的な活動のやや活発な状態が続いた。

s躙 鶉 猿 I殴 計 飩 詈こ∬ 翼 顧

静穏な状況で経過した(表 -2.1)。 爆発的噴火の回数は、

山頂噴火が始まった1955年以降では、1955年、1971年に

次ぐ少なさであった。

星]燻 謹 賛 :繁 饉 碁1
少量の降灰があった。

幽圏圏艤炸辣軋逼ι黒曇薫鼻貞翁亀婁螺発チιttFを

写真-21 浅間山 小噴火が頻発した際の噴煙 (9月 16日 16時 54分頃)

表-21 桜島の月別噴火回数と爆発回数 (爆発回数は噴火回数の内数)

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

噴火回数 1 2 2 1 1 1 2

爆発回数 1 1 5 1 1 0 2

9



:1 土Fり 災害の|)■ |

(1)融雪災害

日本海側での地すべりが目立った。

M土 石流発生件数 (1件 )

a地 すべり発生件数 (12件 )

え がけ崩れ発生件数 (2件 )

北海道地区 Jヒ海道

東 北 地 区 青森

北 陸 地 区 新潟

関 東 地 区 茨城

中 部 地 区 長野

東 海 地 区 静岡

近 畿 地 区 滋賀

中 国 地 区 鳥取

四 国 地 区 徳島
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(2)梅雨災害

新潟・福井県において土砂災害が多発した。

11■土石流発生件数(132件 )

● 地すべり発生件数 (107件 )

△ がけ崩れ発生件数(243件 )

′
グ

50  0      100     200     300km



(3)台風災害

相次ぐ台風の上陸・接近により、九州から関東にかけて土砂災害が多発した。

囲 土石流発生件数 (410件 )

餞 地すべり発生件数 (187件 )

△ がけ崩れ発生件数(1,085件 )

♂

50   0      100     200     300km

12



(4)降雨災害

各地で力ヽナ崩れなどが発生した。

件数 (17件 )

べり発生件数 (2畔粉

I nrmnx++ra eaft)

′

　

‘
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(5)平成16年の地震災害

新潟県中越地震により、土砂災害が多発した。

50 0   100  200  300km

14



(6)平成16年の全土砂災害

平成16年は全国各地で土砂災害が多発した。

||■1土石流発生件数  (565件 )

● 地すべり発生件数 (461件 )

▲ がけ崩れ発生件数 (1,511件 )

50  0      100     200     300km
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3.2 土砂災害の特徴

(1)土砂災害の特徴

平成16年の土砂災害発生件数は土石流565件、地す

べり461件、力ヽ ナ崩れ1511件の合計2537件である。最近

5年間の平均年間発生件数の1018件に比べ、平成16年

の土砂災害発生件数はかなり多いといえる。

また、土砂災害による死者。行方不明者は62名で、最近

5年間の平均20人に比べると平成16年は死者・行方不明

者数についてもかなり多いといえる。死者。行方不明者の

分布は14府県に及んでおり、愛媛県が最も多く17名 、次い

で香川県。三重県7名、新潟県。岡山県6名、京都府5名、

兵庫県4名等となっている。死者。行方不明者をもたらした

災害は、台風災害が最も多く、11府県において54名にのぼ

っている。

(2)近年の土砂災害の傾向

図‐3.1に過去10年 間の土砂災害の発生状況を示して

いる。

過去10年 間の平均年間土砂災害発生件数は1064件

である。平成7,8年の土砂災害発生件数は885件、403件

と少ない傾向にあるが、平成7年においては、兵庫県南部

地震による土砂災害により40名が死亡し、特に西宮市仁

川で発生した地すべりは死者34名の被害が出ている。平

成9年から平成11年の間は、それぞれ1135件、1629件、

1501件と発生件数が多く、この間の代表的な災害を挙げ

ると、平成9年には、梅雨により鹿児島県出水市針原川に

おいて土石流が発生し、死者21名 の被害が出ている。平

成10年には、豪雨により福島県などで土石流など多くの土

砂災害が発生し、福島県西郷村の福祉施設「からまつ荘」

H16   H7～ Hl“事 H7～Hlll:H12‐ Hl鬱事
10年平均 5年平均 5年平均

( )内は発生率%



などが被災している。平成11年 には、梅雨により広島市を

中心に土石流・力ヽ ナ崩れが多発し、死者24名 の被害が出

ている。その後、平成12年から14年 にかけては土砂災害

発生件数が500～ 600件と少ない傾向にあり、土砂災害に

よる死者も年間10名 以下である。平成15年 は、土砂災害

発生件数・被害共に増加し、死者15名をもたらした土石流

が熊本県水俣市で発生するなど、大規模な土砂災害が発

生している。そして、平成16年は、過去最多の台風上陸件

数や新潟中越地震の影響などにより、土砂災害発生件数

が2537件、死者・行方不明者数が62名となり、ともに過去

10年間で最も多くなっている。
表-31 近年の土砂災害発生都道府県数

H12 Hl縦ニ |■‖ 4 H15 H16 ■■撃::彗

=11
覇 15 180 13 48 14 46 14 57 30 565 17 1フ9
避■べり 29 137 31 96 30 218 23 128 27 461 28 208

‐:― Xt 39 291 38 365 38 275 39 712 44 1,511 40 631
11皇曖馨

=ヨ

民ワ難 42 608 44 509 42 539 42 897 45 2.537 43 1.018
土石流の発生件数には山林災害を含まない

表‐32 土砂災害による人的被害発生状況
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①発生件数 (死者・行方不明者数)②Эのうち死者を出した土砂災害件数 ③②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

表‐33 近年の気象原因別土砂災害の発生状況

H12 H■3 H14 H15 H16 平 1均

磁 ‐■ ④  73 (12) ⑤  39  (8) ④  40  (7) ⑤ 69 (8) ④  15  (1 47 (5)

降 雨 ① 254 (42) ③ 123 (24) ② 141 (26) ② 306 (34) ② 115 (4) 188 (19)
:稲 ③  86 (14) ① 158 (31) ③ 52 (10) ① 313 (35) ① 482 (19) 218 (21)
費 ⑤  39 (6) ② 126 (25) ① 280 (52) ③ 126 14) ③ 1682 (66) 451 (44)

:‐

― L ② 156 (26) Э 63 12) ⑤ 26 (5) ④  83  (9) ⑤ 243 (10) 114
ll   「F 608(100) 509(100) 539(100) 897(100) 2.537(100) 1,018(100)

表 34 近年の地区別土砂災害の発生状況 単位:件 (%)( )内は%

単位:件 (%)

( )内は%
○は順位

IH■2 H13 H14 H‐15 ‖
=●

平 均

…35   (6) 8   (2 7 (1) 9 1 2   (0) 12  (1 11.898
1聾曇 23   (4 32   (6 122 (23) 106 2) 71 (3) 71 (7) 46,980

77  (13) 24   (5 176  (33) 81 9) 668  (26) 205  (20) 24,371
1勲麹| 147 (24) 45   (9 52  (10) 154 7) 231 (9) 126 (12) 49.153
1組1機| 71 (12 32   (6 38   (7) 82   (9) 273  (11 99  (10) 29,104

81 (13) 43   (8 36   (7) 22 2) 94   (4) 55   (5) 49,182
臓|■ 15   (2) 21  (4 12   (2) 40 4) 201 (8) 58   (6) 65.539

豊|1地1区 41 (7 84 17 10   (2) 106  ( 2) 110 (4) 70 (7) 94,698
四 1田|1亀1睡 | 13   (2 74 15 16   (3) 65   (7) 582  (23) 150  (15) 53,275
九 州1地 区 105  (1 146 29 70  (13) 232  (26) 305  (12) 172  (17) 101 107
4●I   掛 608 (100 509 00 539 (100) 897 (100) 2,537 (100) 1,018 (100) 525,307

北海道

東北 :青森、秋田、岩手、宮城、山形、福島

北陸 :新潟、宮山、石川、福井

関東 :茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨

中部 :長野、静岡

東海 :愛知、二重、岐阜

近畿 :滋賀、奈良、和歌山、京都、大阪、兵庫

中国 :岡山、鳥取、島根、広島、山口

四国 :香川、徳島、高知、愛媛

九州 :福岡、佐賀、長崎、大分、宮崎、熊本、鹿児島、沖縄

土砂災害危険箇所数は砂防便覧平成16年版参照
土石流危険淫流および急傾斜地崩壊危険箇所については、(I)および(1)の合計値である。

土石流危険渓流   : 土石流の発生する危険性があり、1戸以上の人家に被害を生ずるおそれのある渓流のこと
(平成14年 度公表)  であり、土石流危険区域内に人家が5戸以上等の場合を(I)と し、また同区域内に人家が

1～ 4戸の場合を(1)としている。
急傾斜地崩壊危険箇所 :傾斜度30度以上、高さ5m以上の急傾斜地で被害想定区域内に人家5戸以上等ある場合
(平成14年度公表)  は(I)とし、同区域内に人家が1～ 4戸の場合を(1)としている。
地すべり危険箇所   :地すべりが発生しているあるいは地すべりが発生する恐れがある区域のうち、河川、道路、公
(平成10年度公表)  共建物、人家等に被害を与える恐れのある箇所

※5戸以上等とは、5戸未満であっても官公署、学校、病院、社会福祉施設等の災害弱者関連施設がある場合を指す。
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3.3 土砂災害の状況

(1)土石流による災害

①福井豪雨災害

発生場所

発生日時

被災状況

降雨状況

観測所名

福井県足羽郡美山町蔵作

7月 18日 9時頃

人的被害なし

全壊家屋 12戸

床上浸水 29戸

雨量 285mm(7/17～ 7/18)

最大時間雨量 87mm/hr

(7/18 5:00～ 6:00)

美山 (気象庁)

写真 31 福井県足羽郡美山町 被災地区全景

写真‐32 福井県足羽郡美山町 蔵作
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写真-33 徳島県那賀郡上那賀町白石

②台風10号災害 (徳島県)

発生日時

降雨状況

観測所名

発生場所

被災状況

8月 1日

雨量 1582mm(7/30～ 8/2)

最大時間雨量 97mm/hr

(8/1 15:00～ 16:OKl)

沢谷 (国土交通省 )

徳島県那賀郡上那賀町白石

事前避難により人的被害なし

全壊家屋 3戸

半壊家屋 1戸

一部損壊 4戸

発生場所 :徳島県那賀郡木沢村大用知

被災状況 :死者2名

全壊家屋 1戸

※参考文献 :砂防学会誌Vo1 57,No 3野 呂ら、

平成16年 7,8月 新潟、福井および徳島におけ

る土砂災害 (速報 )

写真 34 徳島県那賀郡木沢村 (中 日本航空撮影)
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写真‐35 台風15号  新居浜市多喜浜周辺の土石流発生状況〈中日本航空撮影)

③台風15号災害 (愛媛県)

発生場所 :愛媛県新居浜市神郷

発生日時 :8月 18日 H時頃

被災状況 :死者2名

全壊家屋 1戸

一部損壊 1戸

降雨 (台風15号)状況 :雨量 234mm

(8/17～ 8/19)

最大時間雨量 55mm/hr

(8/18 10:00～ 11:00)

観測所名 :新居浜 (気象庁 )

写真 36 新居浜市神郷
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④台風23号による災害

発生場所 :京都府官津市滝馬

発生日時 :10月 20日 15時頃

被災状況 (土石流):死者1名

全壊家屋3戸

半壊家屋 1戸

一部損壊12戸

(がけ崩れ):死者1名

全壊家屋1戸

気象状況 :連続雨量 282mm

最大日雨量 247mm

最大時間雨量 40mm/hr

写真‐3.8 がけ崩れの状況

写真‐39 土石流の状況
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写真 310 土石流の状況

⑤台風23号 による災害

発生場所 :岡 山県玉野市宇野

発生日時 :10月 20日 15時頃

被災状況 :死者5名

負傷者4名

半壊家屋3戸

気象状況 :雨量 245mm(10/19～ 20)

最大時間雨量 27mm/hr

(10/20 14:00～ 15:00)

観測所名 :玉野 (気象庁 )

写真 311 土石流全景
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写真-312 災害全景

(2)地すべ |り による災害

台風21号 による災害

発生場所

発 生 日

被災状況

降雨状況

観浪1所名

愛媛県新居浜市大生院

9月 29日

死者4名

全壊家屋3戸

半壊家屋2戸

一部損壊3戸

雨量 309mm(9/28～ 29)

最大時間雨量 58mm/hr

(9/29 17:00～ 18:00)

新居浜 (気象庁)

写真‐313 被災状況
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写真‐314
(3)がけ崩れによる災害

台風22号 による災害

発生場所

発 生 日

被災状況

降雨状況

静岡県伊豆市浜井場

10月 9日 16時頃

死者 1名

全壊家屋1戸

雨量 371mm(10/8～ 9)

最大時間雨量 68mm/hr

(10/9 15:00～ 16:00)

湯ヶ島 (気象庁)観測所名

(4)雪崩による災害

本年は、雪崩危険箇所において人的被害を及ぼした災害が発生 しなかったため掲載 していない。
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3.4 海外における土砂災害

(1)インドネシアで発生した巨大崩壊と土砂流出

(―南スラウェシ州―)

1.はじめに

2004年 3月 26日 現地

時間の13時45分頃、イン

ドネシア国スラウェシ島

の南スラウェシ州にある

バワカラエン山 (標 高

2830m)の カルデラ壁に

おいて大規模な崩壊が

発生した。(図 -3.2)

この崩壊によリレンケセ集落では、死者10名、行方不明

者22名 、家屋被害10件、学校 1棟、家畜 (牛 )635頭、農地

被害1,500ha、 最大時の避難人口6,335人という甚大な被

害が生じた。

崩壊地の下流に位置するジェネベラン川中流域には、

洪水調節・灌漑用水,上水の供給を目的としたビリビリダム

(総貯水量約3.8億m3:本体は1999年完成)が 日本の援助

により建設されており、スラウェシ島南部の中核都市である

マカッサル市に多大な恵みを与えている。

2.巨大崩壊の実態

巨大崩壊はバワカラエン山の西側のカルデラ壁,標高約

2600m付 近で発生したもので、その規模は比高差平均

750m,幅約1,600mで崩壊土量は、地山土量にして約2億

4,000万m3と推定されている。D

崩壊土砂は、流動化して発生地点から下流約7kmにわ

たり、幅500mから800mの規模で堆積した(写真-3.17)。 崩

壊土砂はカルデラ内にとどまらず、カルデラ下流までジェネ

ベラン川沿いに流下し、一部はパナイカン集落の南狽1の段

丘面に乗り上げた。崩壊発生時の大音響を聞いた住民の

一人は、音が聞こえてからこの段丘面付近まで土砂が押し

寄せた時間を記憶しており、その時間は約3分間であった

という。この段丘面と崩壊地からの距離は地形図上で約

6kmであるから、流下速度は33m/s(約 120km/hr)と なる。

流下土砂が山腹に衝突した地点で、堆積面上方山腹に

土砂が付着していたことや堆積直後には堆積物表面はか

なり高温であったこと(住民聞き取り)から、岩屑流として空

気を巻き込み流下した様子がうかがえる。

写真‐317 2004年 4月 10日 のジェネベラン川の衛星写真

(写真‐316・317 提供 ERSDAC、 国土技術政策総合研究所)

なお、カルデラ内や堆積地の両端部には幾つかの湛水池

が形成された。このうち、最大のものはカルデラ内に存在す

るもので、幅2PXllm程度、長さ3∝h程度の規模のものがある。

巨大崩落した後の岩盤斜面は、剥離が生じ安定してお

らず日常的に小岩塊が落下し、脚部周辺に崖錐を形成し

つつある。また、斜面上部には落下しなかった不安定岩塊

が残っており、脚部周辺に近づくことは危険である。住民に

よれば今回の崩落が発生する以前から山稜付近には大

きく開回した段差があり、崩壊後もカルデラ壁の背後には

数メートルの幅をもった開口亀裂があるということである。こ

の様な現地状況から判断して、今後の拡大崩壊の可能性

は否定できない。

今回の崩壊の前に地震の発生は確認されておらず、崩

壊の直接原因は現時点で特定できていないが、崩壊現場

に最も近いTinggimoncong観浪1地での2004年 3月 1日 ～

崩壊前日までの累積降雨量は786mmであり、同月の20年

平均値508mmの 1.5倍ほど大きな降雨量を示している。

3.土砂流出状況

3.1 崩壊から約3ケ月後の状況

インドネシアの年間降雨量は4,000mm程 度であり、11月

～3月 の雨季と4月 ～10月 の乾季に分かれている。崩壊現

場に最も近いマリノ地点における崩壊発生から6月 24日 ま

図‐32 バワカラエン山位置図

写真 316 2001年 7月 7日 のジェネベラン川の衛星写真 図-33 崩壊土砂の堆積位置図



での約3ケ月間の総雨量は、388mmであり、日雨量30mm

を超す降雨も3回のみで、大きな降雨は発生していない。し

かし、ジェネベラン川上流域に堆積した崩壊土砂は6月 24

日時点で既に幅50mから150m、 深さ30mから80mの規模

で侵食され、谷地形を形成した。今後さらに拡大すると考

えられる(写真-3.18)。

写真‐318 崩壊土砂堆積地の浸食地形 (バナイカンに土砂が乗り上げて堆積

写真撮影2004624)

写真‐319 土砂堆積域の最下流部 (写真撮影2004624)

3.2 崩壊から約1年後の状況

ジェネベラン川上流域に堆積していた土砂は、2004年

6月 から2005年 3月 までの9ヶ 月間の出水で、大規模に下

流へ二次移動した。崩壊土砂堆積域最下流部において

は20m程度の河床低下が見られる。(写真-3.20)

一方、下流のダラハ橋 (図-3.3)地 点においては2004年

6月 24日 の時点では土砂が流下し、顕著な堆積が見られ

なかったが、2005年3月 には橋のクリアランスが約3mにな

るまでの河床上昇が見られる。(写真‐3.21)

4.下流河道区間の状況

崩壊地からビリビリダムまでのジェネベラン川の河道区

間には6基の砂防施設があり、2004年 6月 時点まで、その施

設は全て満砂状態であった。既設の砂防施設及び河道

調節機能が発揮されていると考えられる。一時的に過剰

に堆積した河道区間内の土砂は、同時点では侵食されつ

つあった。しかし、崩壊地点から約20km下流のマリノ川と

の合流地点付近に位置するサンドポケットNo.5地点は、崩

壊後1年 間の間にlmを超える巨石が広い川原を覆い尽く

すとともに、河床が5m程度上昇した (写真-3.22)。 巨大崩

壊が発生するまでは、青く澄んでいたビリビリダムも、浮遊砂

で濁つている。

・       ‐      ・ ■ ■‐

写真‐322 1mを超える巨石で覆い尽くされたサンドポケットNo 5上流の河道区

間(2005年3月 )

5。 まとめ

バワカラエン山の崩壊により、人家、田畑、公共施設等が

一瞬にして大きな被害にあつた。また、崩壊後 1年 間の土

砂の二次移動により、ジェネベラン川中流域の河床が5m

程度上昇し、かなりの水田が埋没した。

今後は、南スラウェシ州地域の発展に不可欠なビリビリ

ダムの機能低下等の深刻な影響が懸念される。

被災を防止軽減するための緊急対策としては、崩壊地

からビリビリダムまでの間にある砂防施設上流に堆積して

いる土砂を除石すること、また、中長期的な対策としては、

破損している砂防施設の修復、砂防えん堤の嵩上げおよ

び新設等が必要と考えられる。

1)土屋ほか:イ ンドネシア南スラウェシ州で発生した巨大崩壊と崩

壊土砂の流出堆積 (速報),砂 防学会誌,Vo1 57,No3,p.40-
46,2004
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土砂災害の考察

4.1 土石流による災害とその考察

1.はじめに

2004年 9月 29日 、台風21号の通過に伴い、三重県南部

では記録的な豪雨が降つた。宮川村では斜面崩壊、土石

流が多数発生し、死者・行方不明者数は7名に達した。以

下、本事例について報告する。

2.宮川村における土石流等の発生状況

図-4.1は、宮川村の位置図である。宮川村は、伊勢湾に

注ぐ宮川の上流約50kmに位置する。今回、斜面崩壊、土

石流が集中的に発生したのは、図-4.1に示す宮川村役場

から宮川ダムの間の範囲である。

図-4.1の 中央よりやや右よりに「唐櫃」として示す、宮川

の右岸側の範囲においては、複数の渓流において土石流

が発生した。写真-4.1に示すように、谷出日の村道を埋め、

道路を挟んだ下流倶1の 家屋 1戸を全壊させた。この渓流

では、谷出日から上流100mの地点で2本の支川に分かれ、

それぞれにおいて土石流が発生した。写真‐4.2は 、この

2本の支川の合流点に立ち、下流方向を撮影した写真で

ある。写真の背後両傾1から右支川、左支川が合流してい

るが、その直下流の両岸のMudlinc(流下痕跡の上端を

結んだ線)の位置が左右で大きく異なっていた。すなわち、

左岸狽1のMudlineの 方が右岸側に比べて高い位置にあ

った。これは、右支川から流出した土石流の方が相対的

に規模が大きかったことを意味するものと推定される。空中

写真によると、確かに右支川上流部の崩壊地の方が左支

川上流部の崩壊地よりも大規模であり、流下痕跡からの推

写真‐41 唐櫃地区の土石流の発生した渓流の谷出口の状況

(写真奥を宮川が左から右に向かって流れる。手前の道路は村道)

図41 宮川村における土砂災害発生の概況。

(①～⑨は砂防学会調査団が調査した箇所を示す。ただし、宮川村において斜面崩壊、土石流等が発生した全ての箇所を網羅していない。)

写真‐42 写真41に示した渓流の土石流の流下痕跡
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定結果と調和的である(写真‐4.3)。 なお、写真-4.3に よると、

唐櫃谷の上流部においても、幅100mを超える大規模な崩

壊が発生し、土石流として流下した痕跡が見られる。

写真-43 唐櫃地区の空中写真 (平成16年 10月 1日 中日本航空 (株)撮影)

(図 中の「写真-41」 、「写真‐42」 はそれぞれ撮影箇所と撮影方向を

示す。)

宮川の左支川の一つ古ケ谷は、宮川村の中でも宮川ダ

ムに近い位置で左岸側から官川に合流する渓流である。

この渓流では土砂流が発生し、家屋2戸が全壊する被害

が生じた。被災家屋直上流部の河道の湾曲区間におい

て土砂流が氾濫し、堆積していた(写真-4.4)。 この付近の

河床勾配は1.5～ 3.5°であることから、土砂は掃流状態また

は掃流状集合流動状態で流下・堆積したと見られる。堆

積土砂には比較的大きな(50cm程度)礫が含まれており、

流速、流量の大きな流れが流れたものと推察される。

宮ノ谷は、宮川ダムのすぐ下流の久豆の集落を抜けて

左岸側から宮川に注ぐ渓流である。既に上流狽1に砂防え

ん堤が施工されていたが、今回発生した土砂流出の一部

を止めたものの、全て食い止めることはできず、下流の集落

で家屋が3戸全壊した (写真‐4.5)。 ただし、幸いにして人

的な被害は無かった。砂防えん堤の下流は流路工となっ

ているが、集落の直上流部で土砂が氾濫し、堆積した。地

元住民の証言によると、9月 29日 の午前8時から12時まで

土砂流出は継続し、9時ごろが最も激しかったということで

あった。土砂に埋まった家屋は損傷を受けているものの流

失には至っておらず、先端部に巨礫が集中した破壊力の

大きな土石流の直撃は受けていない。土石流というよりは

土砂流と呼ぶべき現象であったものと推察される。

写真‐45 宮ノ谷の谷出回の家屋の被災状況

(写真手前から奥に向かって土砂が流入・堆積した。)

また、その他、砂防学会調査団 (団長:林 拙郎 三重

大学教授 )による調査によれば、桧原谷川においても土石

流、土砂流が発生して被害をもたらした1)。 また、調査団に

よる調査は行われなかったが、空中写真によれば、春 日谷

等においても崩壊幅200mを超える大規模な斜面崩壊が

発生し、その崩土が土石流化して流下したと考えられる痕

跡が見られる(写真-4.6)。

写真‐46 春日谷周辺の空中写真

(平成16年 10月 1日  中日本航空 (株)撮影)

写真-44 古ヶ谷の谷出回の家屋の被災状況

(写真左奥から右手前にかけて土砂が流入・堆積した。)



3.宮川村における降雨の状況

図-4.2は 、国土交通省の宮川観測所とAMeDAS観測

所で観測された時間雨量の時間変化である。AMeDAS
観測所では、9月 29日 の8:00～ 9:00の 間に時間雨量

110mmと いう時間雨量を観測し、国交省の観測所では同

じ日の9:00～ 10:00の 1時間に119mmと いう最大時間雨

量を観測し、9月 28日 、29日 の2日 間の総雨量は758mmと

なった。この付近で豪雨災害といえば、1959年の伊勢湾台

風に伴う災害である。その際、気象庁の宮川測候所で観

測された雨は、総雨量725mm、 日雨量328mmであった。

今回の雨では総雨量は同程度であるが、日雨量は、国交

省の官川観測所において665mm(9月 29日 )を記録してお

り、伊勢湾台風時を大きく上回つている。

口 40
會 20

9月 28日          9月 20日

図‐42 2004年 9月 28日 ～29日 の宮川村における時間雨量

上段:AMeDAS宮 川観測所のデータ(9月 29日 午前10時以降欠測)

下段:国土交通省の宮川観測所のデータ

図-4.3は 、9月 29日 8:30～ 10:30の 間の30分間隔の国土

交通省レーダー雨量計データ図である。宮ノ谷では、9:oo

頃に最も土砂の氾濫が激しかったという住民の証言があ

ったが、確かに、午前8:30のレーダー雨量図では、宮川ダ

ムに近い久豆地区に降雨強度100mm/hrを 超える極め

て強い雨が降っていることが分かる。一方、10:30の レーダ

ー雨量図では、宮川村の東部で100mm/hr超 の極めて

強い雨が降っている。実際、小滝、滝谷といったエリアでは

9月 29日 の10時～H時の間に次々と災害が発生した。

中
10:00               1o:30

図‐43 2004年 9月 29日 8:30～ 10:30の レーダー雨量図

(白 線は宮川村の村界線を示す。)

4.土石流災害の特徴と今後の課題

300～400mmという累力日雨量に力日え、時間雨量100mm

超という、比較的多雨な三重県南部の宮川村周辺地域に

おいてさえ稀な強さの豪雨を受け、次々に斜面が崩れ、土

石流または土砂流が発生したものと考えられる。宮川村で

は伊勢湾台風以降このような大規模な土砂災害は起きた

ことが無いとのことである。しかし、台風21号に伴う既往最

大規模の降雨に見舞われ、大規模な土砂災害が発生し

てしまった。今後、地球温暖化の影響等により大雨の出現

頻度が増える傾向にあるとすれば、今回の災害のように過

去に顕著な災害を受けていない地域においても既往最大

の豪雨を受けて災害が発生することが考えられる。

国土交通省砂防部と気象庁の連携のもとに平成17年 2

月に発表された、「都道府県と気象庁が共同して土砂災

害警戒情報を作成・発表するための手引き(案週"におい

て定められた警戒避難基準雨量設定手法を用いれば、過

去に災害事例が無い地域においても客観的に土砂災害

発生危険基準線 (CL)の設定が行える。今回のような事

例において発生する被害をなるべく防止または軽減するた

めにも同手法の速やかな普及が望まれる。

また、唐櫃谷や春 日谷に見られるように、個々の斜面崩

壊の規模が大きいのも今回の災害の特徴である。風化花

商岩山地において豪雨時に群発的に発生する表層崩壊

の場合には

「

つ一つの崩壊の規模はそれほど大きくない。

たとえば、平成11年6月 29日 の広島災害の際には、概ね一

つ一つの崩壊の面積は100～ 200m2のサイズが中心で大

きなものでも1000m2でぁるとの報告があるい。しかし、この宮

川村では崩壊面積が1000m2をはるかに超える規模の崩

壊が幾つも発生している。この地域は、滝谷付近を境に下

流側に三波川帯の変成岩、上流側に秩父帯の堆積岩が

基岩として分布する地 質による崩壊・土石流の発生形態、

規模の違いについてさらに研究を進める必要がある。

(独立行政法人土木研究所 土砂管理研究グループ

火山。土石流チーム 主任研究員 山越隆雄 )

なお、「2宮川村における土石流等の発生状況」と「3宮川村に

おける降雨の状況」の多くの部分は下記の文献1)から引用した。

1)林 拙郎、土屋 智、近藤観慈、芝野博文、沼本晋也、小杉賢

―朗、山越隆雄、池田暁彦 (2004):2004年 9月 29日 1台風21

号に伴って発生した二重県宮川村の土砂災害 (速報),砂 防学

会誌iVo1 571No 4,p48-55

2)国土交通省砂防部 (2004):「 都道府県と気象庁が共同して土

砂災害警戒情報を作成。発表するための手引き(案 )」

3)三宅美輝、析木敏仁、菊井稔宏 (2000):6.29広 島県土砂災害

について,SABO,Vo1 65,p9-22                 29
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4.2 地すベレリによる災害とその考察

(1)平地すべり災害と緊急対応

平成16年4月 25日 、宮城県村田町の平 (ひら)地すべり

防止区域内でクラックが発生しているのを地元住民が発

見した。今回活動した地すべりの規模は、長さ約 100m、 幅

約100mである。地すべりは、約30°の斜面勾配を有する箇

所で発生した (図‐4.4、 写真‐4.7)。 クラック発見の翌 日の

4月 26日 19時 30分、地すべりの下方の家屋の9世帯29名

に対し宮城県および村田町は自主避難を要請し、同22時

には全員避難を完了した。翌27日 に村田町役場より避難

指示が発令された。

宮城県は、ブロック下方が緩斜面をなしているため土砂

到達範囲が長くなる可能性があることを考慮し、12世帯

38名を含む範囲に避難区域を設定し村田町が指示した。

また県道仙台村田線を通行止とし、高さ3.9m超 の車両は

約3kmJヒ方の県道を、一般車両は約lkm南方の県道と町

道を経由して現場を迂回させた。

地盤伸縮計により数mm/時間と極めて大きな移動速度

が観測され、5月 に入って地すべり側部に亀裂が連続して

いるのが認められたが、滑落には至らなかった(図 -4.5)。

8月 12日 、押え盛土等の応急対策工事が進捗し、地す

べり移動速度が小さくなったことにより、避難指示対象とな

っていた12世帯38名 のうち、3世帯9名 に対しては避難指

示が解除され、別の3世帯9名に対しては避難勧告に引き

下げとなった。また同時に県道仙台村田線の通行止は解

除された。さらに応急対策工事の完了に伴い、残る6世帯

20名に対してもlo月 28日 に避難指示から避難勧告に引き

下げられた。
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写真‐47 斜め空中写真 (平成16年5月 11日 撮影・宮城県提供)
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図-44 平面図 (宮城県提供資料に加筆)
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図-45 地盤伸縮計変動図 (宮城県提供資料をもとに作成)



(2)平地すべり防止区域の調査対策

1)既往災害とこれまでの調査結果の概要

当地区では、昭和61年 8月 5日 台風 10号の豪雨により、

現在AからLまである地すべリブロック(図 -4.6参照)のBブ

ロックで幅約30m、 長さ約50mにわたる地すべりが発生し、

3名 の方が亡くなっている。翌62年以降横ボーリングエ、地

表排水工を主とする対策工を施工している。今回の地す

べりは、未対策の箇所で発生した。

A～ Kを含む地域では、地質調査、地下水調査等と、パ

イプ歪計、自記水位計による地すべり観測が行われて

きた。

これらの地すべり斜面は円田断層の近傍に位置してお

り、地質構造は受け盤と推定されている。

今回発生した地すべりの近隣に位置するG、 I、 Kブロッ

クの、今回の地すべリブロックの標高にほぼ相当する地表

標高200～ 290mの斜面における地下水位観測孔の最高

水位は、およそ地表面下15m付近にあり、上部斜面の崩積

土中に定常的な地下水位は認められていない。しかしな

がら下部斜面では降雨に対し10m以上の水位変化を示

す子しもあるほか、今回の地すべリブロックより下方の畑の脇

には10mm/h程度以上の降雨があると湧水が発生すると

ころから、雨水が地下水となって地すべリブロック内を通過

する可能性が推定された。

2)平成16年4月 活動ブロックの調査結果

今回の地すべリブロックにおいては、数mm/時間と移動

速度が極めて大きかったため、地すべり地内における調査

ボーリングに着手できない状態が続いた。末端付近のす

べり面の位置や地質構造の確認は、押え盛土から移動土

塊へ向けてのボーリン例も。9によりなされた。

ボーリングや地表踏査に基づく地質断面図を図-4,7に

示す。

斜面下部の移動土塊 (No.9付近)に は角礫状の風化

凝灰岩を含み (写真-4.8)、 No.7ボーリングコアの風化石英

安山岩には多くの節理が認められる。

今回掘削された調査孔では、孔内水位は孔底付近に

あり、地すべリブロックおよびその上部斜面では湧水が認

められず、応急対策として実施された横ボーリングからは地

下水力ψ卜出されない状況にあった"。
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写真 48 ブロック末端の状況 (平成16年 6月 1日 撮影) 図 47 地質断面図 (宮城県資料をもとに作成)
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図‐46 平地すべり防止区域全体平面図(宮城県土砂災害危険箇所図に加筆。円田断層の位置は活断層研究会編(1995):「 日本の活断層」を参考。)
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平成 15年 12月 以降地すべり活動発生まで、2月 に

54mm、 3月 に14mm、 4月 のクラック発見前に46mmと平年

並みの降水量で、顕著な降雨および融雪はなく、地すべり

活動発生直前の直接的な誘因は明らかになっていない
1)2,。

3)応急対策

応急対策として、地すべり上部 (ブロック外)の4箇所に

おける横ボーリングと、現況安全率を0.95と して押さえ盛土

施工後の安全率を1.ooまで5%アツプを見込む押え盛土工

が施工された(写真-4.9)。

(3)平地すべり災害の考察

当地区は、円田断層の近傍に位置し、およそ3km連続

する斜面において地すべりや小規模な崩壊が最近20年

間で数年おきに発生していた。

本地すべりの素因として、凝灰岩類が当地区に幅広く

分布する安山岩の貫入を受け、熱水変質により粘土鉱物

が生成したこと、節理が発達した岩からなる地質のため、

地すべりの上部斜面で石英安山岩の節理沿いに雨水が

浸透すること、またこれにより地すべり末端の地下水位上

昇を及ぼしうることが推定される。

しかし、誘因については現時点では明らかとはなってい

ない。当区域における災害履歴をみると、昭和61年 8月 の

ように集中豪雨を契機とするもの、今回のように直前の降

雨・融雪に因らないものの両方を含んでいる。

今回発生した地すべりにおける調査・対策上の難点と

して、まず移動速度が極めて大きかったため、移動土塊内

で調査ボーリングができず、すべり面と地下水位を把握で

きない状態が長く続いたことが挙げられる。

つぎに、孔内水位が想定すべり面下の低い位置にあっ

たため、安定解析上地下水位の低下を見込むことができ

ず、盛土の規模が大きくならざるをえなかったことが挙げら

れる。

また、今回のように避難が長期化した地すべりに対する

場合、避難や通行止等にまつわる損失など地すべりの社

会的影響を考慮して総合的視点から対策を講じる必要が

ある。

(独立行政法人土木研究所 土砂管理研究グループ

地すべリチーム 研究員 鈴木将之 )

参考文献

1)藤 澤和範。鈴木将之 :宮城県村田町で発生した地すべり災害

(災害速報 )、 土木技術資料、Vol.46、 No 7、 2004

2)(社 )日 本地すべり学会東北支部 :宮城県村田町平地区の新

規地すべり緊急調査報告、日本地すべり学会誌、Vo!41、 No.2、

pp 98-100、 2004

写真 49 押え盛土施工中の状況 (平成16年 8月 16日 撮影。宮城県提供)
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4.3 がけ崩れによる災害とその考察

平成 16年 のがけ崩れ災害は、7月 の新潟・福島豪雨、

福井豪雨、9月 の台風21号、10月 の台風22号、台風23号、

10月 23日 の新潟中越地震などにより1511件発生した。こ

れらの力ヽ ナ崩れにより、死者27名 、行方不明1名 、負傷者

40名、全壊家屋50戸、半壊家屋58戸、一部損壊413戸 の

被害が発生した(国土交通省砂防部保全課調査)。

ここでは、7月 12～ 13日 の新潟・福島豪雨による災害に

関して記述する。

(1)災害の概要

平成16年7月 12日 夜から13日 にかけて、日本海から東

北南部に停滞する梅雨前線の活動が活発化し、新潟。福

島の両県で豪雨となった。特に、13日 朝から昼過ぎにかけ

て、新潟県の長岡地域、三条地域を中心に非常に激しい

雨が降った。13日 の日降水量は、新潟県栃尾市で431mm

に達する(図-4.8)など、長岡地域、三条地域の一帯でこれ

までの最大日降水量の記録を上回った。栃尾市における

最大時間雨量は、13日 の午前8時～9時にかけての58mm
であった。

この雨に伴い斜面崩壊・土石流などが各地で起こり、新

潟県内における土砂災害による死者は2名であり、がけ崩

れにより出雲崎町大字中山において死者1名の被害が生

7/15

0:00

100

(b)長岡

0
7/12     7/12    7/13     7/13    7/14     7/14
0:00     12:00    0:00     12:00    0:00     12100

図-48 新潟県栃尾および長岡 (アメダス)における降雨波形

じた(写真-4.10)。 また、力測ナ崩れにより、負傷者1名、全壊

1戸、半壊 1戸、一部損壊37戸の被害があった。

図-4.9には土砂災害の発生箇所と総降雨量の分布を

示した。この図から、約65%の土砂災害は総降雨量力鴻50

mm以上であった日本海と信濃川の間に位置する西山丘

陵で発生したことがわかる。また、信濃川の右岸側に広が

る平野縁辺部の山麓においても2割近くの土砂災害が集

中して発生した。同地域では、総降雨量が200mm以 下の

地域においても土砂災害が発生した(図 -4.9)。

なお、土石流・土砂流による土砂災害は、前述の2地域

及び栃尾市で発生した。また、力ヽ ナ崩れによる土砂災害は

土石流等による土砂災害同様、総降水量の大きかった地

域に集中して発生したものの、土石流等による土砂災害に

比べて広域に分布しており、総降雨量がloo～ 250mmの

地域においても発生した。さらに、地すべりによる土砂災害

は、総降水量の多い地域で多数発生しているものの、総降

水量の少ない新潟県南部でも発生した。

がけ崩れの分布を詳しく見ると、総降雨量が250mm以

上であった日本海と信濃川の間に位置する三島郡 (117

件の力ヽ ナ崩れが発生)と長岡市 (14件 )、 栃尾市 (46件 )に

おいて多発した。

図‐49 がけ崩れ発生集中箇所の土砂災害の発生箇所と総雨量の関係 (野 呂
ほか、砂防学会誌第57巻第3号1)よ り)
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写真‐410 出雲崎町大字中山で発生したがけ崩れの様子
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(2)三島町大字逆谷

次に、三島町大字逆谷における斜面において実施した

簡易貫入試験結果について述べる。三島町大字逆谷で

は、平均勾配34° 、高さ30mの斜面において崩壊が発生し

た(図 -4.10)。 同地域の基岩地質は泥質岩を主体とする

図410 三島町大字逆谷のがけ崩れ

34

新第三系からなる。斜面下端から崩壊地頭部までの比高

は21m、 崩壊幅は最大18mであつた。崩壊地下部は崩壊

土砂が堆積していたが、崩壊地上部の底部では風化した

岩盤が露出しており、勾配は70°以上であった(図 -4.H)。

なお、崩壊地は谷型の地形を呈していた(図 -4.12)。

0       5       10      15      20      25      30

水平距菫(m)

図 411 三島町大字逆谷におけるがけ崩れの縦断図(縦断測線C図410参照)

0             5             10             15            20
水平距離(m)

図‐412 三島町大字逆谷におけるがけ崩れの横断図(横断測線A図410参照)

整
＝
（ヨ
）
５

写真-411 三島町大字逆谷で発生したがけ崩れの様子



同地区には、高さ3mの重力式の待受け式擁壁が設置

されていた。斜面下端から待受け式擁壁までの間はほぼ

水平であり、距離は2～ 5m、 擁壁の空高さは1.5mであった。

さらに、待受け式擁壁の天端には高さ2mの落石防護柵が

設置されていた。崩土は大部分が待受け式擁壁によって

捕捉された。崩土が擁壁に作用している幅は約26mであ

った。擁壁背面付近の縦断方向の堆積土砂表面の勾配

は約20° 、擁壁背面では堆積深は最大で約3.5mであり、崩

土は落石防護柵の上端にまで達していたが、待受け式擁

壁及び落石防護柵に顕著な変状は見られなかった (図‐

4.11)。

同地区では図に示したように、10箇所で簡易貫入試験

を実施した。ここでは、sH型簡易貫入試験"の結果を報告

する。図-4.H及び‐4.12に 示したように、崩壊地外の貫入

試験の結果から、地表面から9oから120cm程度までは、Nc

値は概ね5以下で、Nc値の変動も小さい層が続いている。

その下部にはNc値が概ね10から30ぐらいでばらつきの大

きい層が存在する。P2では、深度が増すにつれ、徐々に

Nc値が大きくなる傾向が見られ、210cm以 深では、Nc値が

10～60の間で大きくばらつく層が存在した。また、崩壊地外

で実施した5点の貫入試験の結果、1点を除き、5m以浅で

Nc値が50を超え測定不能になることはなく、5m以上の風

化層があることが明らかとなった。

一方、崩壊地内で20～ 30cm程度の厚さでNc値が5以

下の層が存在するが、20～ 30cm以 深では、Nc値が概ね

loから30の範囲でばらつきの大きい層が見られた。その下

部にはP2同 様、深度が増すにつれ、徐 々にNc値が大きく

なる傾向が見られた。以上の結果から、同地域では、Nc値

力もo以下の風化が進んだ層が厚く(5m以上)存在するが、

今 回の豪雨で崩壊し、崩れ落ちた土層はNc値がlo以 下

の層のみであると考えられた。

(国土技術政策総合研究所 危機管理技術研究センター

砂防研究室 研究官内田太郎)
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設備の効果

5.1 砂 防施設の効果

地区名:高知県土佐郡土佐町南川地区

発生日:8月 17日

8月 17日 にかけて、イシガ谷観測所では連続雨量 1,086mm、最大時間雨量131mmと いうかつてない降雨量を観測した。

高知県土佐郡土佐町南川地区にあるイシガ谷 (土石流危険渓流I)では、上流で山腹崩壊が発生し、その土砂が土石流と

なって流下したが、イシガ谷砂防えん堤により全量を捕捉し、下流にある町指定の避難場所である南川会館や南川老人憩い

の家、人家3戸への被害を防いだ。

(土石流発生前の状況)

写真-5.2(土石流発生後の状況)
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5.2 地すべり防止施設の効果

地区名:新潟県栃尾市北荷頃陣ヶ峰地区

発生日:7月 13日

7月 13日 、新潟・福井豪雨による猛烈な雨で、栃尾観測所 (気象庁)では、総雨量421mm、最大時間雨量58mmというかつ

てない降雨量を観測した。陣ヶ峰地すべり防止区域内においては、対策工事を実施したA・ Bプロツクでは何ら変状が生じな

かったが、平成16年3月 に地すべりが発生し未対策であるCブロックでは3箇所で地すべりが拡大した。

Aブロック

栃尾市北荷頃陣ヶ峰地区

写真-5.4 地すべり拡大状況
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5.3 急傾斜地崩壊防止施設の効果

地区名 :兵庫県豊岡市庄境地区

発生日 :10月 20日

台風23号の影響により、10月 19日 ～20日 にかけて国土

交通省辻観測所では、総雨量296mm、 最大時間雨量

37mmの降雨を観測し、豊岡市庄境地区で力ヽ ナ崩れが発

生した。崩壊土砂は擁壁工及び落石防護柵で捕捉さ

れた。

写真‐55 がけ崩れ遠景

写真‐56 擁壁背面補足状況 写真-57 土砂補足状況

写真-58
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警戒避難体制の実態

台風15号、21号豪雨による愛媛県新居浜市における警戒避難の実態

(1)災害の概要

(台風15号 )

平成16年 8月 17日 から18日 にかけて、台風 15号の外側

の暖かく湿った空気が西 日本と東日本に流れ込み、雨雲

が発達して、四国、九州地方を中心に非常に激しい降雨

があった。

8月 18日 の10時 頃、愛媛県の新居浜市中心部で時間

最大雨量55mm、 また同市JR多喜浜駅周辺では時間最

大雨量78mmの局地的かつ短時間の降雨があり、市東部

のJR沿線の市街地で、河川の氾濫や土砂災害が集中的

に発生した。この台風により、愛媛県では、新居浜市を中

′とヽに死者4名 (うち土砂災害3名 )、 家屋全半壊34戸などの

被害が発生した。

(台風21号 )

9月 21日 にグアム島の西南西の海上で発生した台風21

号は、27日 に鹿児島県に上陸し、その後、九州、四国、近

畿、北陸、東北地方を通過した。この台風と前線の影響で、

三重県で記録的な豪雨となったほか、四国、近畿地方の

各地で大雨となった。

9月 29日 18時頃、新居浜市街に時間最大雨量58mmの

降雨が、また山間部では時間雨量100mmを 超える記録的

な集中豪雨があり、四国中央市・新居浜市・西条市の松

山自動車道沿線から山間部にかけて土砂災害が多発し

た。この台風により、愛媛県では、東予東部地域を中心に

死者14名 (う ち土砂災害10名 )、 家屋全半壊258戸などの

被害が発生した。

恥

0 10 11 11 11 」01 ●0 1螢  ユ0 101 a" 20 210 2●  凛  n ■0 ,40 ,1, ,10 1m

罰

0 20 鶉 `0 11 」00 120 11で 10130 瀾  ::C 21, 261 ■に ,0 ,10 "0 ,“ ]10 411

台風15号 台風21号

図-62 土砂災害発生件数 (台風21号 )図‐61 土砂災害発生件数 (台風15号 )
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写真‐61(台風15号 )新 居浜市 郷 (土石流)死者1名

(台風21号)新 居浜市大生院 (地すべり)死者4名

(2)警戒避難等の状況

台風15号及び21号に係る新居浜市の警戒避難等の状

況は下記のとおりである。

(台風 15号 )

8月 17日 13:45 東予東部大雨洪水警報発令

新居浜市水防警戒本部設置

8月 18日 10:30 避難勧告 (新居浜市立川町、垣生3丁 目

付近 )

8月 18日 11:00～ 11:30

・新居浜市郷 (楠崎川)で土石流発生 (写真-6.1)

死者 1名、家屋全壊8戸

40

・新居浜市神郷 (タイトウ谷川)で土石流発生

死者2名 、家屋全壊 1戸

・新居浜市七宝台で力ヽ ナ崩れ

重傷者1名、家屋半壊 1戸

8月 18日 11:33 避難勧告 (新居浜市七宝台)

13:30 避難勧告 (新居浜市荷内)

14:25 避難勧告 (新居浜市西楠崎)

16:00 避難勧告 (新居浜市神郷)

17:00 避難勧告 (新居浜市東楠崎)

17:16 避難勧告 (新居浜市観音原)

18:30 避難勧告 (新居浜市多喜浜新田)

23:00 避難勧告 (新居浜市又野2丁 目)

8月 19日 15:00～ 17:30 避難勧告上記地区解除

(台風21号 )

9月 29日 7:35 東予東部大雨洪水警報発令

8:30 新居浜市水防警戒本部設置

9月 29日 13:30 避難勧告 (新居浜市白井、落神、又野、

西楠崎、東楠崎、新田、白浜、東浜、阿島、

阿島上、切抜、荷内)

15:30 避難勧告 (新居浜市立川)

17:30 避難勧告 (新居浜市中須賀町、一官町、

久保田町、江口町、河内町)

18:05 新居浜市大生院で斜面崩壊発生(写真‐6.2)

死者4名、家屋全壊2戸

20:35 避難勧告 (新居浜市磯浦町)

9月 30日 7:00 避難勧告上記地区解除

(土砂災害によるその他死者 :四 国中央市2名 、西条市4

名、計10名 )

(3)自 主防災組織による避難の実態

台風15号により3名の死者を出した新居浜市では、避難

勧告が遅れた教訓から、台風21号においては、市内各所

に市職員を配置し警戒にあたるとともに、早期に避難勧告

を発令した。

このため15号で被災した新居浜市東部においては、再

度土石流が発生したものの、早期の避難勧告により人的

被害は皆無であった。ただ残念なことに、土砂災害危険箇

所と認知されていなかった新居浜市大生院地区において

は、市職員がすぐ近くまでパトロールに来ていたものの地す

べりの兆候を発見することができず、4名の方が亡くなった。

次に、平成16年 に台風 15号も含め6回の早期避難を実

写真-62
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施した新居浜市立川地区の自主防災組織を紹介する。

(立川自主防災組織の概要 )

新居浜市立川地区は、市の中心街から南へ約5kmの

山間部に位置する人口約250人の高齢化が目立つ地区

であり、東西及び南の三方を急峻な山に囲まれている。

この山あいの立川地区は、過去に幾たびも大雨による洪

水や土石流の被害に見舞われ、古くは明治32年 8月 の豪

雨による河川の氾濫と土石流により多数の犠牲者を出し、

近くは昭和51年 9月 の台風豪雨により、大規模な地滑り

の危険にさらされ、31世帯72人が長期間の避難生活を余

儀なくされた。また、平成11年9月 の集中豪雨による河川の

氾濫と土石流により、県道が通行止めとなり孤立状態とな

った。

このような過去の大雨被害の教訓から、土砂災害に対

する地区の警戒心は強く、昭和51年 の災害を契機に防災

体制の見直しを図っている。

まず、地区の地形・河川等の特殊事情を考慮し、昭和53

年に台風・梅雨等の「出水期における避難対策」を樹立し

た。この避難対策では、現地の時間雨量カンomm・連続雨

量力沙oommのいずれかに達した場合に、市 (窓 口消防)と

自治会が連絡体制に基づき避難時期等を判断し処理す

ることとしている。さらに、平成H年の集中豪雨での教訓か

ら、地区上流にある「鹿森ダムの特別放流対策」として、ダ

ム上流の雨量や一定以上のダム放流量に達した場合等

の連絡・警戒・避難体制を追加し、見直しを図つている。ま

た、行政との連絡・警戒体制等とは別に、地区内の連絡体

制を定めるとともに、毎年各世帯の現状把握と防災会を実

施し、住民自ら避難連絡や誘導・搬送・炊き出し等が行え

るような実効性のある体制を維持している。

(立川自主防災組織の特徴 )

組織の特徴としては、次の1～5が挙げられる。

1 自治会組織と自主防災組織の役員は兼任とするが、

自治会長・冨1会長・小部落責任者の選出は、地区の安

全を託せる人を選ぶ

2 地区防災会を毎年開催し、住民・行政・消防団が防災

体制の周知と意識の統一を図る

3 避難対策を最優先とし、降雨量等の避難基準を定め

る

4 大雨の際、地区役員と行政担当者が1青報交換と避難

等について協議し、その結果は水防本部や災害対策

本部からの指令や勧告に反映する

5 要介護者を含め、地区で避難・搬送ができる体制を

敷く

以下に、台風21号 9月 29日 の豪雨災害時の自主防災活

動について記す。(新居浜市消防本部聞き取り)

(4)今後の課題

本県では、土砂災害情報相互通報システムにより、実効

雨量や警戒・避難基準雨量等の砂防雨量情報を市町に

配信するシステムを構築 (平成15年度)しているが、市町

村合併の関係などから県と未接続の市町も多い。このた

め、実効雨量が警戒や避難基準線等を越えた場合、県の

出先機関が基準雨量図等を市町村へFAX送信し、電話

による着信確認を行っているが、自動応答でないことや、そ

の他の災害対応のため常時監視できないこと等から、基

準雨量を超過した直後に情報を提供、又は確認できなか

った事例もみられた。また、FAXで送られてくる情報の意味

を水防担当者が十分理解できていなかったり、データの元

となる雨量局の数が近年の局所的な集中豪雨を捕らえる

には十分とは云えず対象範囲が広域であるなどわかりにく

いこと等から、直接避難勧告等に結びついた事例は見ら

れなかった。

今後は、警戒・避難基準雨量の精度向上を図るとともに、

〔9月 29日〕

8:30 台風21号の接近で新居浜市水防本部設置

9:00 立川自治会長と防災担当が情報交換(携帯電話)、

台風接近を確認

広報スピーカーで台風接近を広報、会員の一部は

自主避難を準備する。午後に役員会の開催を決定

14:48 立川の積算雨量が200mmを超え、自治会長と防災

担当が気象庁の雨量予測をもとに避難について協

議 (携帯電話)。 役員、会員に避難準備を伝達する。

消防署員・団員自治会館に集合、現地で避難打ち

合わせをする。

15:30 立川地区に市による避難勧告が発令。避難勧告を

広報する。

役割分担ごとに避難誘導と搬送を開始する。自治

会館に指示拠点を置き、各班からの活動状況を

確認。

16:30頃 96人避難完了(他の会員は、自主避難や会社出勤 )

18:30頃 立川新道地区で大規模な山崩れが発生。住宅5棟
が全半壊や一部破損となる(写真-63)。 人的被害

なし。
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愛媛県新居浜市立川町

写真-63 新居浜市立川町の被災状況

気象台との連携も含めて、より分かりやすい土砂災害警戒

情報の提供 (発表)を行うなど、提供された情報を市町村

が有効に活用でき、避難勧告に直接結び付けられるような

情報の提供を行うことが必要である。

また、新居浜市立川地区の災害 (写真-6.3)では、人家

5戸が全半壊するという大規模な土砂災害に対して一人

の人的被害もださなかったが、これについては行政のみに

頼らず、次のような活動を続けてきた「立川自主防災組織」

の努力によるところが大きい。

・独自の避難基準の設定

・地区防災会を毎年開催し常に住民と行政が防災体

制や危険箇所を確認・周知

・空振りを恐れず避難対策を最優先とする意識の統一

・危険区域内の要援護者情報等の把握
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警戒避難体制の整備には、①土砂災害に係る認識と

情報の住民と行政との共有、②人命の保護を第一とした

早期避難のための情報伝達・避難方法等の徹底、に加え、

先に紹介した事例のように③住民の協力を得た自主防災

組織力の活用と充実、が重要である。しかし、本県の自主

防災組織率は平成17年 1月 末現在約30%と全国的に見

ても低く、早急に実行力のある「自主防災組織」の育成支

援が急務となっている。このためにも、各市町での防災講

座の開催や、住民向け防災マップを住民参加の形で作成

支援するなど、住民の意識の高揚を図ることにより、自主

防災組織の育成支援に積極的に取り組んでいく必要が

ある。

(愛媛県 土木部河川港湾局砂防課 清家伸二)



土砂災害の10年

1995年 (平成7)1月 17日 に発生した兵庫県南部地震により、六甲山系では斜面崩壊等が多発した。この地震におけ

る土砂災害の死者は40名 にのぼり、また、2次 災害が懸念された。ここでは、当時の被災地の状況とその後の復旧状況を

紹介する。

7.1 兵庫 県神戸市東灘区住吉 山手 (焼ヶ原地 区)における斜面崩壊

被  害 :特 になし

避難勧告 :1995年 1月 21日 発令 (地震発生の4日 後)～同年7月 25日 解除

写真 71 地震直後の状況

〈六甲砂防事務所提供 )

写真‐72
対策工完成後の状況

(六 甲砂防事務所提供 )
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7.2 兵庫 県西宮市仁川百合野地区における地すべり

人的被害 :死者34名

住宅被害 :全壊 13戸

半壊 1戸

その他の特記事項 :崩土が2級河川仁川を閉塞

写真 73 地震直後の状況

(兵庫県県土整備部

土木局砂防課提供)

写真 74 対策工施工状況

(兵庫県県土整備部

土木局砂防課提供)
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特筆すべき災害

新潟県中越地震 災害

8.1 災害の全体概要

平成16年 10月 23日 17時56分頃、新潟県中越地方にお

いて震源の深さ13km、 マグニチュード6.8の地震が発生、

震度計による観測が始まってから初めて震度7が観測され

た。この地震により発生した土砂災害は、土石流4カ所、地

すべり131カ 所、力ヽ ナ崩れ9o力所に及んだ(国土交通省砂

防部12月 31日 まとめ)。

図-8.1に 本震及び震度6強以上を観測した余震の震央

と斜面崩壊分布を示す。図にあるとおり本震の震央に近

いところで斜面崩壊が多数発生しており、被害の大きい山

古志村を中心に撮影した空中写真から判読された斜面

崩壊が計3,791箇 所確認されている。そのうち、362カ所で

は崩壊幅が50m以上の大規模崩壊、推定される崩壊土

砂量は合計約1億 m3、 lヵ所の崩壊土砂量が100万m3を超

える大規模崩壊は12カ所あった。・

砂防研究室、土砂管理研究グループが行った地震発生

前後の衛星写真の判読比較"によると、土砂災害による被

害の大きかった山古志村西部の斜面崩壊地発生面積率

カン.7%(判読面積21肺 2)となっており、1964年の新潟地震

及び兵庫県南部地震によって発生した斜面崩壊の発生

事例と比較しても斜面崩壊の発生率が大きい。(表 -8.1)

今回の地震は第三紀層の本来地すべりの多発してい

る地域において発生しており、地震による斜面崩壊、地す

べりが多発した。中でも、芋川では大規模な河道閉塞によ

る浸水被害が発生した。

新潟県栃尾市では、地震発生前のlヶ月間で448mmの

降雨量が観測されている。また、地震の直前の10月 20日

には台風23号により日雨量92mmの 降雨が記録されてお

りそれらの影響が考えられる。積雪・融雪期における地す

べりの誘発、次期降雨における斜面崩壊の拡大などによ

る土砂災害の発生に向けた調査・対策が急がれた。

地震被害
崩
賢茅

率 判
霧僻 F積

文献 備 考

電漫]拙  47
崩壊地、流下堆積
範囲を含む

台湾集集地  70
Jご (1999)   (133)

∞0林ほか鯰∞υ螺後響3母
に

禿髪 量弼   02
140 建設省資料

新潟地震(1964) 02 151    大十寸ほか(1980)

152 山口・jll辺 (1982)

自然災害科学総地震後の降雨に
合研究班(1982)よる崩壊含む

45 100  安江・仲野(1981)

表‐31 地震による崩壊発生面積率

8.2 各地の災害の概要

山古志村の土砂災害
。前沢川

左岸側では侵食前線が明瞭で、その下部の急傾斜の

谷壁斜面が地震により表層部の崩壊を起こしている。右

岸側は中流部までは、古い地すべりにより形成された小松

倉集落のある平坦面が、地震により谷側に押し出され、そ

の前面の段丘崖も崩壊している箇所がある(写真-8.1)。

関東大震災
(1924)

70

45

図 81 震央と斜面崩壊の分布

写真-81 ノjヽ松倉集落のある平坦面と左岸側急斜面の崩壊状況



また右岸側下流部で、侵食前線より下部で基岩中の流れ

盤上の崩壊、緩勾配の上部では地すべり滑動が見られる

箇所がある(写真-8.2)。 これらの斜面下部の崩壊による河

道閉塞跡が現地踏査により確認された。なお左岸倶1の谷

壁斜面は泥岩～シルト岩より形成されるが、水平に成層し

ている。

写真‐82 前沢川下流部右岸側の大規模な崩壊。下部は基岩が急勾配の流

れ盤上の崩壊で、上部 (杉林の部分)は緩勾配で地すべりを起こして

いる。

・寺野周辺の崩壊発生状況

寺野地すべりでは右岸側に3箇所の渓岸崩壊、左岸側

に1箇所地すべりが発生し、芋川の河道を閉塞している。

当地区の右岸側は上部斜面は緩勾配で谷部では地すべ

り地形を呈し、その下は芋川の活発な下刻作用により、侵

食前線以下が急勾配の侵食崖となっている(写真-8.3)。

写真-83 寺野地区右岸側の地すべり及び斜面崩壊発生状況

左岸側も侵食前線が明瞭で、その下部は急勾配斜面とな

っている(写真-8.4)。 侵食前線より下部の急斜面では、砂
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泥互層が下流方向に傾斜した構造が確認された。河道

を閉塞させた右岸倶1の 崩壊は侵食前線より下で発生し、

左岸の地すべりは、過去に上部緩勾配斜面で発生し、そ

れが発達してすべり面が侵食前線を越えて河道付近まで

到達していたが、この地すべり土塊が今回の地震で河道

まで流下したものである。この地点より下流においても、左

右岸で侵食前線より下部の渓岸で表層部が崩壊し、その

崩土が小規模な河道閉塞を起こしている箇所がある。ま

た右岸狽1では、侵食前線より上部の緩勾配斜面の発達が

見られ、この部分での地すべりの活動により、侵食前線より

下部の急斜面が、平面すべりや円弧すべりを起こしている

箇所もある。

写真-84 寺野地区地すべり下流の左岸側崩壊状況

・竹沢地区

当地区においては、羽黒トンネル坑口脇斜面とその南側

に隣接する斜面が、尾根付近から大規模な地すべり性崩

壊を起こしている(写真-8.5)。 いずれも原地形はやや尾根

写真‐85 羽黒トンネル坑口付近の地すべ
'ソ

性崩壊



状に突出した地形であったようである。また山古志中学校

のある尾根も稜線をはさんで、両側の谷に向かって斜面が

移動し、崩壊も発生している。例えば山古志中学校直下

の河岸段丘も朝日川に向かって地すべり性崩壊を起こし

ている(写真-8.6)。 この地区は元々巨大な地すべり地形

の滑落崖直下に集落や道路が存在しているが、今回の地

震によってこの旧滑落崖付近で崩壊及び地すべり性崩壊

が多発した。また朝日川の盛んな下刻作用によって河岸

段丘が形成されていたが、この段丘崖でも地すべりや崩壊

が多発した。

Jヽ千谷市塩谷地区の地すべり

古い時代の巨大な地すべりによって形成された、盆地状

地形の中の平坦面が地すべりを起こしたものである。地す

べり上部は円弧状のすべり面上を移動したので、最上部

は斜面の傾斜と逆方向に傾き(写真-8。 7)、 押し出された

土塊は側方の旧滑落崖付近で上方に乗り上げたり(写

真 -8.8)、 末端部では下流に向かって圧縮されて隆起して

いる。

安塚町捨石地区の地すべり

捨石地区は、新潟県東頸城郡安塚町大字真荻平地

先、関川水系小黒川の右岸に位置する(写真-8.9)。 地す

べりの規模は、長さ約800m、 幅約450mであり、地すべり頭

部に小崩壊、側部に亀裂が認められるが、末端部での押

出しは見られなかった。地すべり地表部は、流動化して大

きく変状しており、地内に設置されている水路工は傾きや

目地のズレなどが確認できた。

地すべり頭部に続く林道においても、斜面崩壊による閉

塞や法肩の崩落も確認されたが、調査時点では排土や法

肩のH鋼による復旧工事が実施済であった。

写真‐38 地すべり側部の乗り上げ

写真‐86 山古志中学校直下の河岸段丘の地すべり。崩壊発生状況

写真 87 地すべり上部 写真-89 捨石地すべり全景
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長岡市の土砂災害

長岡市で観測された最大震度 (10月 23日 17時56分頃)

は6弱であり、斜面崩壊等の被害は31件 (12月 6日 現在 )

発生している。

図-8.2は、高町団地における亀裂及び斜面崩壊の発生

状況を示したものである。この団地は、山を切土し周囲との

比高差を平坦にするために一部外縁部を盛土することで

造成されたものであり、500世帯余りが住んでいる。亀裂は

団地周辺部で主に発生し、4丁 目では団地内部でも発生

している。また、斜面崩壊は、1丁 目の東側と4丁 目の西側

にそれぞれ発生している。

図‐82 高町団地の被災状況 (新潟県による)

写真-8.10(a)～ (c)は 、斜面崩壊の発生状況を示した

ものである。写真-8.10(a)は4丁 目西側で発生した斜面崩

壊であり、写真-8.10(b)、 (c)は 1丁 目の東側で発生した斜

面崩壊である。これらの斜面崩壊は盛土部に発生したも

のである。
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写真‐810 高町団地1丁 目及び4丁目で発生した斜面崩壊の状況 (c)



山古志村河道閉塞災害

(1)東竹沢地区地すべり

芋川の中流部、前沢川合流点直下に位置する東竹沢

地区では、地震により幅295m長さ350mにわたり斜面が滑

動した (写真 -8.11、 図-8.3、 図‐8.4)。 斜面は地震により

100m程 度滑動し、すべり面下部の青灰色を呈するシルト

岩が露頭した(写真-8.12)。 滑動した土塊は右岸に衝突

し、圧縮された地すべり土塊の末端部が隆起した。そして、

斜面下部を流れる芋川を河道閉塞させたため、上流から

の流水が次第に湛水した。

図-8.3に 示した地形図を見ると、今回滑動した斜面は

20° 以下の緩傾斜地であるのに対して、芋川の対岸斜面

は傾斜が急になっている。芋川流域の地形、地質を概観

すると、傾斜の緩い斜面と急な斜面のコントラストが明確で、

緩傾斜地は流れ盤、急傾斜地は受け盤の地質構造であ

る。今回滑動した斜面は流れ盤斜面で発生した。東竹沢

地区周辺の受け盤斜面では、遷急線付近からの表層の

崩壊が認められたが、隣接する流れ盤斜面においては、東

竹沢地区と同様の規模の地すべりは発生していない。

0     1∞     200m

A'A
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写真 811 東竹沢地区地すべりを下流側から望む 図 83 東竹沢地区地すべり平面図

写真-812 すべり面下の基盤の露頭部 図 84 東竹沢地区地すべり縦断図



(2)寺野地区地すべり

芋川の上流部、種苧原地区の南南西に位置する寺野

地区では、地震により幅230m長さ360mにわたり斜面が滑

動した(写真-8.13、 図-8.5、 図-8.6)。 滑動した土塊は、斜

面下部を流れる芋川を河道閉塞させたため、上流からの

流水が次第に湛水した。

本地区も東竹沢地区と同様に流れ盤構造を呈してい

る。河道の堆積土塊は概ね褐色を呈する砂質土からなっ

ている。周辺斜面の露頭より基盤は泥岩からなると推定さ

れる。移動土塊の粒度分布からも細砂分。中砂分 (0.075

～0.85mm)の 占める割合が重量比で90.8%であり、砂分

の割合が高いことが分かる。

図-8.6に示した地形図を見ると、3つ程度のブロックから

なると推定される。今回地震時に移動した範囲は、地すべ

り発生前の地形図より判読される地すべリブロックと概ね

一致することから、地すべり地形を呈していた範囲が地震

により滑動したと考えられる。また、今回滑落した範囲より

上部においてもクラック等、多くの地すべり性の変状が見ら

れる(写真-8.13)ことから来春の融雪期には上部周辺の

地すべり活動が懸念される。

写真‐813 寺野地区地すべりの全景 (平成16年 12月 14日 撮影)

図‐85 寺野地区地すべり平面図

図-86 寺野地区地すべり縦断図
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8.3 砂防設備の被害

○砂防えん堤の被災事例

今回の地震により堤体コンクリートが打継 目で分離し、

袖部のコンクリートブロックが水平方向に下流倶1へ移動し

写真 814 右岸側袖部が打継日で分離し、移動している。また背後の堆砂との

間に開口が見られる。

ていた(写真-8.14)。 写真より袖部の上部のコンクリートブ

ロックほど水平移動量が大きいこと、そして最上部ブロック

はその下に比べて25cmほど下流に移動していることがわ

かる。また堆砂地を見ると、袖部と堆砂との間で開回してい

たことから、袖部が地震動により全体的に下流方向へ移

動したことが示唆された。

○雪崩対策施設の被災状況

今回の地震では積雪地域に設置されている雪崩対策

施設にも被害が発生した。過去に豪雪など積雪による施

設の被害はあるが、地震による被災事例はほとんどない。

今回は降雪期を迎える時期に被害が発生したため、被災

後の積雪による雪圧や融雪水による斜面変動によりさらに

被害が拡大すると予想された。このため、この地震による

雪崩対策施設 (予 防工・防護工)の影響を把握するため

に調査を実施した。

調査の結果、構造物全体を対象とした場合、地震動に

より施設単独で被害を受けている箇所はみられず、土砂の

移動を伴っていた。このため、被災の状況は施設と斜面の

変状に着目して次のとおり区分した(表-8.2)。

①施設と周辺の斜面いずれにも異常が認められない箇所

②施設には異常が認められないが、周辺の斜面に変動が

みられる箇所

③施設上部もしくは下部の斜面崩壊により柵上部に土砂

や樹木が堆積したり、基礎が露出している箇所

④斜面全体が崩壊や地すべりで移動し、基礎を含む施設

全体が移動・落下した箇所

表‐82 被災状況

施設の変状等

異常なし 帥酬
樹
積

・
堆

石

の

土
木

下部へ移
動・落下

斜

面

の

状

況

周辺含め

異常なし ①

施設近傍の
斜 面 変 動
あり

②

施設の上下
部で斜面変
動あり

③ ③

施設の基礎
を含む斜面
全体で変動
あり

④

―は該当なし
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このうち、③については構造物に変状がなく堆積物が少

ないため、これを除去することにより機能の回復が可能な

箇所や、大量の土砂や樹木が堆積し雪崩予防の効果が

期待できず、柵部が変形したり基礎が露出して安定度が

低くなるなど、適当な対策を実施しないと今後施設に支障

が生ずると予想される箇所まで被害の程度は様々である。

④については、柵部と基礎が一体となりそのままの形で

移動している場合や、柵部と基礎が分離した形で破損し

ている場合がみられた。前者については基礎を含む斜面

の崩壊や地すべりによるもので、後者は上部からの崩落土

砂の衝撃や移動する土砂に巻き込まれて破損したものと

考えられる。

8.4 まとめ

新潟県中越地震災害を踏まえて、今後調査検討を進め

るべき主要な課題を挙げると次のようになる。

一つ目として、土砂災害復旧計画作成支援システムの

改良が挙げられる。この課題は、河道閉塞に関する危険

度概略判定手法の改良、河道閉塞土砂の決壊および土

石流発生予測手法の確立などを目的とするものである。ま

た、土石流の発生を検知するための、振動センサー等の検

知センサーの機能向上を急ぐ必要がある。

二つ目として、大規模地震時における土砂災害に対す

る初動体制等の検討が挙げられる。これは、今回の事例

を教訓として大規模地震時に多発した土砂災害に対し

て、迅速かつ的確な対応策を事前に検討し整理しておく

必要があるためである。

三つ目として、地震による生産土砂量を予測する手法

の開発が挙げられる。この課題は、今後優先的に対策を

実施する必要のある斜面の抽出、大規模な地震による生

産土砂量を算定する手法の確立、融雪に伴う生産土砂量

(崩壊も含める)の把握と推定、地震による地すべりの発生

要因を明らかにすることなどを目的とするものである。

四つ目として、砂防えん堤の耐震性評価手法の確立が

挙げられる。今回の地震によって被災した砂防えん堤があ

ったため、砂防えん堤の地震時の挙動を解析する。

(国土技術政策総合研究所 危機管理技術研究センター

砂防研究室)

(独立行政法人土木研究所 土砂管理研究グループ)

参考文献等

1)国土交通省北陸地方整備局湯沢砂防事務所 :平 成 16年

(2004)新潟県中越地震による土砂災害と対応

2)国土技術政策総合研究所砂防研究室・土木研究所土砂管理

研究グループ:平成16年新潟県中越地震に伴う斜面崩壊につ
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写真‐815 雪崩予防柵の被災事例 (斜面崩壊による土石の堆積)

写真‐316 雪崩予防柵の被災事例 (崩 壊による予防柵の移動)
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まとめ

平成16年の土砂災害発生件数は2,537件 を記録した。

これは本冊子の発行を開始した昭和57年 以降で最多と

なる記録であり、土砂災害により甚大な被害に見舞われた

一年であった。

平成16年 に発生した土砂災害についてとまとめると次

の通りである。

○梅雨前線豪雨による災害

7月 12日 から13日 にかけて梅雨前線の活動が活発にな

り、新潟県中越地方から福島県会津地方にかけて集中

豪雨となり、新潟県栃尾市では日雨量421mm(13日 )を記

録した。この豪雨により、新潟県では138件 のがけ崩れが

発生するなど、全体で274件の土砂災害が発生した。

またこの前線が停滞を続け、7月 17日 から18日 にかけて

福井県で激しい雨となり、美山町では時間雨量87mm(18

日5～ 6時 )を記録した。この豪雨により、福井県では104件

の土石流が発生するなど、全体で138件の土砂災害が発

生した。

○連続した台風による土砂災害

平成 16年は観測史上最多となる10個の台風が上陸し

た。これらの台風は6月 からlo月 にかけて襲来し、特に台

風 10,15,21,23号 の4つの台風では、強風と大雨により各地

で土砂災害が発生した。

台風 10号では、徳島県木頭村の雨量計 (四国電力)で

日雨量1,317mmを記録するという大雨となった。この雨で、

徳島県木沢村では大規模な斜面崩壊による土石流が発

生するなどの被害となった。

台風 15号では、四国地方の瀬戸内側で大雨となり、山

裾にあるJH新居浜ICの雨量計では総雨量カン50mmを越

す状況となった。この大雨により、愛媛県新居浜市や香川

県大野原町において37件の土石流が発生した。

台風21号では、秋雨前線の影響もあり、四国から紀伊半

島にかけての広い地域で大雨となり、三重県尾鷲市で総

雨量900mmを超え、三重県宮川村では1時間に139mmの

強雨を観測した。この大雨で、愛媛県・香川県・三重県等

で128件の土石流が発生した。

台風23号では、秋雨前線の影響も重なり、九州地方か

ら関東地方にかけての範囲で大雨となり、多くの観波1点で

日雨量の記録を更新した。この大雨で、香川県・兵庫県・

京都府など13府県にわたって179件の土石流が発生し、ま

た30府県で494件の力ヽ ナ崩れが発生した。

地球温暖化等の環境変化などが指摘されており、これ

まででは考えられない異常な集中豪雨や台風の襲来が今

後も想定され、集中豪雨により限られた区域内に集中した

土砂災害の発生や、強力な台風の接近。上陸で広範囲に

わたる土砂災害の発生が懸念される。そのため、どのよう

な場合に、どのような場所が危険なのかを事前に周知・啓

発し、警戒避難行動を円滑に行えるようすることが重要で

ある。

○新潟県中越地震による災害

平成16年 10月 23日 17時 56分、新潟県中越地方におい

てマグネチュード6.8の 地震が発生し、震度7を観測した。

その後も最大震度6強の余震が発生するなど活発な余震

活動が続いた。

この地震により、震源付近を中心とした空中写真から判

読された斜面崩壊が3,791箇 所確認されており、そのうち

362箇所は崩壊幅が50mを 超える大規模な崩壊であった。

特に震源付近である芋川流域 (信濃川右支魚野川支

り||:旧 小千谷市、旧川口町、旧山古志村)では、山腹崩壊

や地すべりによる河道閉塞 (天然ダム)が多数発生した。

この災害では、地震による土砂災害の危険性を再認識

させたと言える。大規模な河道閉塞 (天然ダム)の緊急対

策については、マニュアル策定後初めての対応となること

から、マニュアルの有効性を検証し、修正していく必要があ

る。また、山間部においては、交通・通信網が土砂災害等

により遮断され、集落の孤立が生じた。孤立化防止や集落

の安全対策のための計画を関係機関と連携を図りつつ策

定。実施していくことが必要であろう。

以上、一年間の土砂災害と土砂災害への取り組みの記

録である本冊子が_L砂災害の防止と被害の軽減のため、

少しでも役立つことを切に願うものである。

末筆ながら、本冊子をとりまとめるにあたってご協力を頂

いた関係各位にこの場を借りて感謝の意を表します。
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0)昭和57年～平成16年「土砂災害の実態」に掲載した災害実例

掲載号 災 1害1 名 災害発生場所 災害発生原因

1982

(S57)

長崎災害(土石流・がけ崩れ) 長崎県 7月 豪雨 (梅雨)

土石流 二重県嬉野町 台風10号

土石流 静岡県修繕寺町 台風18号

土石流 二重県美杉村 台風10号

土石流・崩壊 山梨県 (御勅使川) 台風10号

がけ崩れ 奈良県桜井市 台風10号

がけ崩れ 神奈川県三浦市 台風18号

茂木地すべり 長崎県長崎市 7月 豪雨 (梅雨)

和田地すべり 奈良県西吉野村 台風10号

峰村地すべり 静岡県金谷町 台風18号

1983

(S58)

島根災害(土石流・がけ崩れ) 島根県 7月 豪雨 (梅雨)

土石流 山梨県河口湖町 台風5号

土石流 長野県波田町 台風10号

土石流 秋田県男鹿市 日本海中部地震

がけ崩れ 千葉県勝浦市 台風5号

がけ崩れ 岡山県玉野市 台風10号

三田地地すべり 島根県桜江町 7月 豪雨 (梅雨)

中場地すべり 島根県浜田市 7月 豪雨 (梅雨)

イタノ地すべり 徳島県池田町 台風10号

円行寺地すべり 新潟県浦川原村 融雪

三宅島噴火 東京都三宅村 三宅島雄山噴火

山林火災 岩手県大槌町

1984

(S59)

土石流・地すべり 長野県王滝村 長野県西部地震

土石流 鹿児島県 (桜島)

がけ崩れ 福井県高浜町 融雪

がけ崩れ 熊本県五木村 梅雨

がけ崩れ 沖縄県西原町 台風10号

蓬平地すべり 新潟県長岡市 融雪

滝越地すべり 長野県王滝村 長野県西部地震

1985

(S60)

土石流 長野県信濃町 梅 雨

土石流 山口県山口市 梅雨

土石流 島根県 梅 雨

がけ崩れ 神奈川県逗子市 梅雨

がけ崩れ 佐賀県江北町 梅雨

がけ崩れ 鹿児島県鹿児島市 台風13号

遅沢地すべり 福島県福島市 台風6号

玉の木地すべり 新潟県青海町 融雪

地附山地すべり 長野県長野市 梅雨

泥流 コロンビア ネバドデルルイス火山噴火

1986

(S61)

土石流 京都府南部 梅雨

がけ崩れ 鹿児島県鹿児島市 梅雨

がけ崩れ 宮城県気仙沼市 台風10号

小舟地すべり 長崎県佐世保市 梅雨

平地すべり 宮城県村田町 台風10号

雪 崩 新潟県能生町

火山噴火 東京都大島町(伊豆大島) 伊豆大島噴火

1987

(S62)

土石流。がけ崩れ 山形県温海町 豪雨

がけ崩れ 鳥取県 台風19号

がけ崩れ 千葉県 千葉県東方沖地震

がけ崩れ 秋田県鹿角市 融雪

山際地すべり 大分県大山町 梅雨

中島地すべり 新潟県牧村 融雪

山林火災 長野県上田市

土石流 ヴェネズエラ 集中豪雨

土石流 ベリレー 降雨

1988

(S63)

土石流 熊本県矢部町 豪雨

土石流 愛媛県吉田町 梅雨

土石流 広島県加計町 梅雨

土石流。がけ崩れ 島根県 梅 雨

石原地すべり 岐阜県宮村 豪雨

大平 地 すべり 沖縄県浦添市 豪雨

がけ崩れ 高知県高知市 梅雨

掲載号 災■害・名 災書発生場所 災害発生原因

1988

(S63)

がけ崩れ 千葉県木更津市 豪雨

雪崩 静岡県富士宮市 降雨

地すべり モーリシャス サイクロン

1989

(Hl)

土石流 岐阜県谷汲村 豪雨

土石流 愛知県 東加茂豪雨(台風22号 )

藤倉地すべり 新潟県松之山町 融雪

丸尾地すべり 長崎県魚目町 豪雨

口坂木地すべり 静岡県静岡市 降雨

井戸地すべり 長野県阿南町 豪雨

がけ崩れ 静岡県伊東市 伊豆半島東方沖地震

がけ崩れ 千葉県東金市 台風12号

雪崩 新潟県湯沢町

泥流 北海道 十勝岳火山噴火

地すべり斜面崩壊 アメリカ合衆国 地 震

1990

(H2)

土石流 熊本県―の宮町 九州中北部豪雨 (梅雨)

土石流 鹿児島県瀬戸内町 奄美大島豪雨(台風19号

沢口地すべり 新潟県浦川原村 融雪

木浦原地すべり 長崎県世知原町 九州中北部豪雨 (梅雨)

がけ崩れ 九州中北部 九州中北部豪雨 (梅雨

がけ崩れ 岡山県岡山市 台風19号

がけ崩れ 北海道南茅部町 豪雨

雪崩 静岡県御殿場市

降灰・泥流。土石流 インドネシア共和国 クルー火山噴火

1991

(H3)

土石流・がけ崩れ 静岡県下田市 伊豆半島南部豪雨(9月

土石流 山梨県芦川村 台風18号

土石流。地すべり 愛媛県松山市 梅雨

木入場地すべり 新潟県安塚町 融雪

神有地すべり 山梨県六郷町 台風18号

大道地すべり 群馬県中之条町 台風12号

がけ崩れ 福島県いわき市 台風21号

雪 崩 岐阜県上宝村

風倒木 大分県、福岡県等 台風19号

火砕流・土石流 長崎県 雲仙普賢岳火山活動

岩盤斜面の大崩壊 スイス

土石流 フィリピン(レイテ島) 台風

降灰、火砕流、土砂流出 フィリピン ピナツポ火山噴火

1992

(H4)

土石流 広島県筒賀村 広島県西部集中豪雨(3月 )

土石流 宮崎県椎葉村 台風11号

降灰・土石流 長崎県(雲仙普賢岳) 豪雨

八方口地すべり 新潟県牧村 融雪

北上原地すべり 沖縄県中城村 台風16号

口坂本地すべり 静岡県静岡市 豪雨

春木地すべり 大阪府和泉市

がけ崩れ 高知県中村市 梅雨

がけ崩れ 岐阜県 豪雨

雪崩 長野県白馬村

富士山スラッシュ雪崩 山梨県、静岡県

土砂流出 フィリピン ピナツポ火山噴火

火山噴火・降灰 ニカラグア セロ・ネグロ火山噴火

1993

(H5)

土石流 (風倒木地) 大分県 台風5号

土石流 (風倒木地) 熊本県小国町 梅雨

土石流 山口県東和町 梅雨

土石流 宮崎県野尻町 梅 雨

土石流。がけ崩れ 鹿児島県 鹿児島災害 (豪雨)

土石流・火砕流 長崎県 雲仙普賢岳

毘沙門地すべり 鹿児島県日吉町 鹿児島災害 (豪雨)

久田地すべり 石川県柳田村 能登半島沖地震

がけ崩れ 新潟県相川町 能登半島沖地震

がけ崩れ 北 海 道 剣‖路 市 北海道釧路沖地震

がけ崩れ 北海道奥尻町 北海道南西沖地震

がけ崩れ 大分県馬渓町 台風5号

土石流 ネパール 豪雨
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掲載号 災 害 名 災書発生場所 災害発生原因

1993

(H5)

土砂流出 フィリピン ピナツポ火山噴火

火砕流 フィリピン マヨン火山噴火

1994

(H6)

土石流 北海道森町 豪雨

土石流 奈良県川上村 台風26号

地すべり 宮城県柴田町 豪雨

地すべり 北海道礼文町 豪雨

地 すべり 長野県小谷村 融雪

柚木元地すべり 長崎県佐世保市 豪雨

がけ崩れ 宮城県唐桑町 豪雨

がけ崩れ 茨城県高萩市 台風26号

がけ崩れ 北海道 北海道東方沖地震

がけ崩れ 青森県 三陸はるか沖地震

雪崩 福島県檜枝岐村

山林火災 広島県竹原市

火砕流 インドネシア共和国 メラピ火山噴火

1995

(H7)

土石流 和歌山県新宮市 豪雨

土石流・地すべり・山腹崩壊 新潟。長野県 (姫川) 北信越豪雨災害

土石流・がけ崩れ 山形県温海町 豪雨

大崩地すべり 長野県4り |1村 北信越豪雨災害

がけ崩れ 長野県4111村 北信越豪雨災害

地すべり。がけ崩れ 兵庫県 阪神。淡路大震災

雪 崩 長野県駒ヶ根市

土砂流出 フィリピン(マヨン火山周辺) 台風

土石流 ネバール 豪雨

火砕流 インドネシア共和国 スメル火山噴火

1996

(H8)

土石流 兵庫県丹南町 豪雨

蒲原沢土石流 長野県、新潟県 降雨・融雪

地すべり 大阪府枚方市 豪雨

木入場地すべり 新潟県安塚町 豪雨

がけ崩れ 長野県三水町 豪雨

がけ崩れ 長崎県 梅雨

雪崩 滋賀県伊吹町

雪崩 富山県利賀村

土石流 ネパール 豪雨

1997

(H9)

土石流 宮崎県西郷村 台風19号

土石流・地すべり 秋田県鹿角市 降雨

針原川土石流 鹿児島県出水市 梅雨

土石流 島根県平田市 梅 雨

地すべり 長野県鬼無里村 融雪

地 すべ り 熊本県坂本村 梅雨

地すべり 長崎県佐世保市 豪雨

がけ崩れ 熊本県水俣市 豪雨

がけ崩れ 鹿児島県 鹿児島県北西部地震

雪崩 栃木県日光市

土石流・がけ崩れ メキシヨ ハリケーン

1998

(H10)

土石流 愛媛県三崎町 台風10号

土石流 福島県、栃木県 豪雨

土石流、地すべり、がけ崩れ 新潟県佐渡地方 梅雨

地 すべ り 静岡県菊川町 台風5号

地すべり 沖縄県中城村 豪雨

がけ崩れ 北海道茅部町 台風5号

がけ崩れ 高知県南国市 豪雨

雪 崩 北海道倶知安町

土石流、地すべり、がけ崩れ ホンデュラス ハリケーン

1999

(H ll)

土石流 岐阜県 台風16号

土石流 徳島県西祖谷村 梅雨

土石流・がけ崩れ 広島県 629広島豪雨災害

地 すべ り 長崎県香焼町 梅雨

赤石本郷地すべり 長野県東部町 豪雨

地すべり 長野県長野市

がけ崩れ 山口県下関市 梅雨

がけ崩れ 島根県六日町 台風18号

掲載号 災 害 名 災害発生場所 災害発生原因

1999

(H ll)

雪崩 滋賀県伊吹町

地すべり。崩壊 台湾 集集大地震

雪崩 オーストリア

土石流・崩壊 ヴェネズエラ 豪雨

2000

(H12)

土石流・がけ崩れ 愛知県、岐阜県 東海豪雨

地すべり 新潟県松代町 融雪

地すべり 鳥取県日野町 鳥取県西部地震

地すべり 山形県東根市 降雨

栂池地すべり 長野県小谷村 融雪

がけ崩れ 静岡県浜岡町 梅雨

がけ崩れ 東京都神津島村 地震、台風3号

雪崩 岐阜県上宝村

火山泥流 東京都三宅村 三宅島雄山噴火

火山泥流 北海道 有珠山噴火

地すべり インドネシア共和国 豪雨

火砕流 インドネシア共和国 メラピ火山噴火

土石流等 スイス 豪雨 (シロッコ)

2001

(H13)

土石流・がけ崩れ 愛媛県松山市 梅 雨

土石流・がけ崩れ 高知県 高知県西南豪雨

地すべり 新潟県松之山町 融雪

地すべり 神奈川県箱根町 台風15号

がけ崩れ 奈良県天川村 梅雨

がけ崩れ 長崎県佐世保市 梅雨

がけ崩れ 広島県 芸予地震

泥流 東京都三宅村 三宅島雄山噴火降灰

土石流・流木災害 イラン 豪雨

土石流・崩壊 台湾 台風

2002

(H14)

土石流 岩手県釜石市 台風6号

土石流 二重県藤原町 梅 雨

地すべり 新潟県新井市 台風6号

地すべり 新潟県相川町 台風7号

谷屋地すべり 富山県氷見市 降雨

がけ崩れ 岐阜県大和町 台風6号

がけ崩れ 静岡県 台風21号

雪崩 長野県安曇村

土石流 インドネシア共和国

土石流・崩壊 ネパール 豪雨

2003

(H15)

土石流 大分県鶴見町 豪 雨

土石流 福岡県太宰府市 九州豪雨災害 (梅雨)

土石流・がけ崩れ 熊本県、鹿児島県 九州豪雨災害 (梅雨)

水俣集川土石流 熊本県水俣市 九州豪雨災害 (梅雨)

土石流 長野県白馬村 豪雨、融雪

地すべり 静 岡 県静 岡 市 梅雨

地すべり 北海道白糠町 梅雨

がけ崩れ 宮城県 宮城県北部の連続地震

がけ崩れ 静岡県静岡市 梅雨

がけ崩れ・土砂流出・流木災害 北海道日高地方 台風10号

土石流・崩壊 ネパーリレ 豪雨

崩壊 フィリピン 豪雨 (熱帯低気圧)

土石流 アメリカ合衆国 豪雨 (山火事後)

2004

(H16)

土石流 福井県美山町 福井豪雨災害 (梅雨)

土石流 徳島県 台風10号

土石流 愛媛県新居浜市 台風15号

土石流 岡山県玉野市 台風23号

土石流 二重県宮川村 台風21号

土石流。がけ崩れ 京都府宮津市 台風23号

地すべり 愛媛県新居浜市 台風21号

平地すべり 宮城県村田町

地すべり・がけ崩れ 新潟県 新潟県中越地震

がけ崩れ 静岡県伊豆市 台風22号

がけ崩れ 新潟県 新潟。福島豪雨 (梅雨)

パワカラエン山巨大崩壊 インドネシア共和国
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●各章の編集にあたり下記の機関のご協力をいただきました。

第1章 土砂災害の概要           国土交通省砂防部

第2章 土砂災害をもたらした地象・気象    気象庁

第3章 土砂災害の実態

3.1 土砂災害の分布        国土交通省砂防部

3.2 土砂災害の特徴        国土交通省砂防部

3.3 土砂災害の状況        国土交通省砂防部

第4章 土砂災害の考察

4.1 土石流災害とその考察      独立行政法人土木研究所

土砂管理研究グループ 火山・土石流チーム

4.2 地すべ|りによる災害とその考察   独立行政法人土木研究所

土砂管理研究グループ 地すべリチーム

4.3 がけ崩れによる災害とその考察   国土交通省国土技術政策総合研究所

危機管理技術研究センター砂防研究室

第5章 施設の効果             国土交通省砂防部

第6章 警戒避難体制の実態         愛媛県土木部河川港湾局砂防課

第7章 土砂災害の10年           国土交通省近畿地方整備局六甲砂防事務所

兵庫県県土整備部土木局砂防課

第8章 特筆すべき災害           国土交通省国土技術政策総合研究所

危機管理技術研究センター砂防研究室

独立行政法人土木研究所

土砂管理研究グループ

第9章 まとめ               国土交通省砂防部
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