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第 1 火口
阿蘇山は日本を代表する活火山の
1 つで、平成 28 年（2016 年）10
月や平成 31 年（2019 年）4 月に
爆発的噴火が発生するなど、現在
も活発な火山活動が続いている。
また周辺の阿蘇地域では、令和 3
年（2021 年）4 月 1 日に「阿蘇砂
防事務所」が開設され、豪雨や火
山噴火による災害リスクを抱える
阿蘇地域の土砂災害防止・軽減に
向けた阿蘇山直轄砂防事業が実施
されている。
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巻頭言

平成30年7月豪雨を踏まえた学校教育の役割
「行政主導の取組を改善することにより防災対策を強

化する」ことから、住民が「自らの命は自らが守る」意
識をもって自らの判断で避難行動をとり、行政はそれを
全力で支援する方向に転換すると、今後の方針を提言し
たのは「平成30年7月豪雨を踏まえた水害・土砂災害
からの避難の在り方について（報告）」です。行政と住
民の役割が根本的に見直されたものとして注目されます。
「報告」は子どもの頃から地域の災害リスクを知り、

命を守る行動（避難）を実践的に学ぶことが重要だとし
て、水害・土砂災害のリスクのあるすべての小・中学校
等が、梅雨や台風の時期を迎えるまでに避難訓練と防災
教育を実施する体制を構築することを求めています。リ
スクのある学校とは、浸水想定区域内・土砂災害警戒区
域内に位置し、水防法・土砂災害防止法に基づき地域防
災計画に位置付けられた施設をいいます。さらに、その
他の小・中学校等にも防災教育の実施を求めています。

これらは子どもたちに「自らの命は自らが守る」とい
う意識を醸成し、災害リスクや災害時にとるべき避難行
動について理解を深めさせるものです。こうした取り組
みが防災意識の高い地域社会の構築につながります。水
害・土砂災害から住民の生命や財産を守るには、堤防や
ダムや砂防堰堤などハード面の整備に加えて、子どもた
ちや保護者への教育・啓発といったソフト面を担う学校
教育の果たす役割が一層重要になってきたといえます。　
学校における防災教育推進上の課題

近年、避難訓練を定期的に実施する学校が増えてきま
した。ところが、火災や地震・津波を想定した避難訓練
が多く、風水害や土砂災害を対象にした訓練が少ないの
が現状です。また、訓練を繰り返すうちにマンネリ化す
る傾向があります。緊張感のある訓練にするには災害の
対象やレベルを変えたり、訓練の時期や方法を工夫した
りして、子どもたちが主体的に判断し行動する訓練にす
る必要があります。関係機関の協力を得て、住民を巻き
込んだ地域ぐるみの訓練を行ったり、中学校や高校では
生徒が高齢者や障害者など災害弱者に対して支援者とな
る訓練を取り入れたりすることも大切です。

学校における防災教育は、避難訓練など命を守るため
の実践・行動（防災実践）と、確かな実践・行動の基盤
となる知識や技能の習得（防災基礎）の二つの側面があ

ります。子どもたちに当事者意識をもたせ、避難訓練の
質を高めるには、日々の授業において防災や災害に対す
る課題意識を養い、災害発生時に身を守るために必要と
なる基礎的な知識や技能を習得させる必要があります。

学校の教育課程（時間割）には、総合的な学習の時間
を除いて、防災教育のための時間はありません。防災や
災害・安全などと関わりのある社会科や理科、体育科の
保健領域、道徳科、特別活動（学校行事や学級活動）な
どの時間に指導することになります。

例えば小学校社会科では、4年で自分たちの住む県内
で過去に発生した自然災害に、地域の関係機関や人々が
対処してきたことや、今後想定される災害に様々な備え
をしていることを理解させます。5年では、わが国の国
土を対象に、災害の種類や発生の位置や時期、防災対策
などに着目して、自然災害から国土を保全するための対
策や事業が進められていることを理解させます。体育科
の保健領域では、5・6年でけがなどの簡単な手当てや
危険の予測や回避の方法について学びます。
学校教育に対する河川・砂防関係者の役割

教員のなかには、勤務校の子どもたちが生活している
地域で過去に発生した災害や今後起こりうる災害につい
て十分な知識をもちえていない場合があります。防災や
災害に対して専門的な知識がなく、自信をもって指導す
ることができないこともあります。また、保護者や住民
のなかにも移り住んできた人を中心に、自然災害から見
た地域の実態を理解していない状況も見られます。

国土交通省の資料によると、令和2年の土砂災害の発
生件数は1,319件で、平均の1.2倍だったといいます。
昨年の7月豪雨は過去最大クラスの広域災害になりまし
た。気候変動等の影響から、今後も想定を越えた水害や
土砂災害が発生することが予想されます。

市町村の防災部局や国・都道府県の河川・砂防担当部
局など水害や土砂災害の関係者は、学校や地域の実情を
踏まえ、教育委員会とも連携しつつ、教員に対して地域
の施設等の見学会や講演会などの研修機会を設けるなど
啓発活動を行う必要があります。子どもたちや保護者に
は、出前授業や施設見学などの取り組みをさらに充実さ
せます。また、学校の作成する防災計画をはじめ、実施
されている防災教育や避難訓練に対して、専門的な立場
からの助言や支援が引き続き求められます。

（一財）総合初等教育研究所 参与
NPO法人防災情報研究所 理事
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学校における防災教育の
現状と課題
－河川・砂防関係者の役割－
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1．はじめに
平成 29 年 7 月九州北部豪雨が福岡県朝倉市及び大

分県日田市周辺で発生し、山腹斜面の多くの箇所で崩
壊が発生し、土石流や流木が下流へ流出した。その
豪雨に伴って生じた土砂災害は、同年 8 月 31 日現在、
九州全体で 307 件発生し、そのうち福岡県朝倉市で
163 件、東峰村で 62 件、大分県日田市で 29 件発生し
た。また、土砂災害による人的被害は死者 20 名、負
傷者 2 名、物的被害は全壊 99 戸、半壊 63 戸、一部損

壊 104 戸であり、非常に大きな被害は発生した。
平成 29 年 7 月九州北部豪雨の特徴の一つに、非常

に強い降水強度の降水が長時間続いた点を挙げられ
る。気象庁のアメダス観測所（朝倉）での観測結果
によれば、一連の降雨は平成 29 年 7 月 4 日 6 時から
始まり、同月 10 日 0 時までの 138 時間継続し、累計
654.5mm となった。その中でも、同月 5 日 11 時から
21 時までの 10 時間で累計 507.0mm の降水量が生じ、
累計降水量の 78% 程度が集中した。同アメダス観測所
での 1976 年から 2016 年までに観測された時間雨量の

年最大値に対して Gumbel 分布を適用したとこ
ろ、400 年超過確率規模の時間雨量が 93.7mm/
h、200 年超過確率規模の時間雨量が 87.4mm/
h、100 年超過確率規模の時間雨量が 81.0mm/h
であった。同月 5 日 12 時から 21 時までの 9 時
間で、100 年超過確率規模を上回る時間雨量が
同月 5 日 13 時に 88.5mm/h、16 時に 106.0mm/
h の 2 回発生した。特に、106.0mm/h の時間雨
量は 400 年超過確率規模の時間雨量を上回るも
ので、非常に稀な現象であったと言える。

特に、福岡県朝倉市山田地区周辺を流れる奈
良ケ谷川流域や妙見川流域においては、多くの
谷において崩壊や土石流が発生した。それによ
り多くの土砂と流木が奈良ケ谷川や妙見川の本
川に流れ込んだ。砂防堰堤は満砂状態になるま
で土砂や流木を捕捉した一方で、流木や土砂の
一部は下流に流出し、住宅街に氾濫した（写真
-1）。それによって人的及び物的な被害が生じ
た。ここでは、両流域において発生した崩壊や
土石流を取りまとめるとともに、特に流木によ
る被害が生じた奈良ケ谷川流域に着目して、流
木の流下状況を報告する。なお、ここで紹介す
る内容は参考文献 1）、2）で報告した内容を取り
まとめたものである。

2．土砂・流木の流出の概要
図-1は本研究の調査地で、平成 29 年 7 月九
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九州大学 大学院農学研究院 准教授

平成29年7月九州北部豪雨
による土砂と流木の流出

寄稿

 写真-1 　福岡県朝倉市山田地区における流木の氾濫状況（平成29年7月6日撮影）

 図-1 　妙見川流域と奈良ケ谷川流域の位置 1）
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寄稿

州北部豪雨により土砂及び流木の流出が激しく、甚大
な被害を引き起こした妙見川流域と奈良ケ谷川流域で
ある。両流域の地質は主に苦鉄質片岩及び泥質片岩か
らなる 3）。また、植生は主にスギ及びヒノキの植林で、
一部がアカマツ（環境省自然環境局生物多様性セン
ターウェブサイト）及び広葉樹林 4）である。参考文献 3）

によれば、妙見川では砂防堰堤が 4 基、治山堰堤が少
なくとも 1 基、それぞれ設置されていた。それらの施
設が土砂と流木を捕捉し、下流への流出を防いだ。一
方、奈良ケ谷川では砂防堰堤が 2 基設置されていたも
のの、土砂と流木が下流へ流出した。写真-2は妙見川

に設置された砂防堰堤のうち最も下流側のものから一
つ上流側に位置する、妙見川荒廃砂防堰堤における土
砂と流木の捕捉状況で、砂防堰堤の下流側から撮影し
たものである。写真-3は奈良ケ谷川の最下流に設置さ
れた奈良ケ谷川砂防堰堤における土砂と流木の捕捉状
況で、砂防堰堤の下流側から撮影したものである。
写真-4は妙見川の右岸側にある支川での渓床の侵食

状況と流木の堆積状況である。渓床は侵食されたもの
の、流木が渓床上に堆積した。側岸の立木が渓床の侵
食に伴って倒れたと推察される。写真-5は左岸側にあ
る支川での渓床の侵食状況と流木の堆積状況である。

 写真-2 　 妙見川荒廃砂防堰堤による土砂と流木の捕捉状況（平成 29
年 7 月 28 日撮影）

 写真-3 　 奈良ケ谷川砂防堰堤による土砂と流木の捕捉状況（平成 29
年 7 月 22 日撮影）

 写真-4 　 妙見川右岸側にある渓流の侵食状況（平成 29 年 7 月 24 日
撮影）

 写真-5 　 奈良ケ谷川左岸側にある渓流の侵食状況（平成 29 年 7 月 24
日撮影）
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渓床は侵食され露岩していた。流木は渓床上にほとん
ど堆積しなかった。
図-2は小流域に分割した結果とオルソ画像より判読

した土砂移動の範囲を示したものである。それぞれの
小流域に番号を付与した。図中の数字は小流域番号を
示す。妙見川流域は 13 個、奈良ケ谷川流域は 15 個の
小流域に分割できた。このうち、土砂の移動の痕跡が
見られた小流域は 19 個であった。このように 68% 程
度の小流域で土砂が移動したと考えられる。
表-1は各小流域の流域面積と谷次数毎の土砂移動が

発生した谷の数を示したものである。小流域の面積は
最小で 9,460m2、最大で 1,242,712m2 となった。また、
谷の総数は両流域で 110 本となった。最も多く谷を有
する小流域は、小流域番号 14 で 36 本であった。谷が
1 本しか存在しない小流域は、小流域番号 6、9、10、
11、12、13、19、21、23、25、28 の 11 個 で あ っ た。
土砂移動が認められた谷は 89 本で、土砂が 1 次谷に
流入した谷は73本、土砂が2次谷に流入した谷は13本、 図-2 　妙見川流域と奈良ケ谷川流域の流域分割 1）

 表-1 　妙見川流域・奈良ケ谷川流域の小流域における土砂の移動状況 1）

流域 小流域番号 流域面積(m2) 谷の総数
土砂が流入した谷の数

1次谷 2次谷 3次谷 なし

妙
見
川

1 420,426 11 10 1 0 0

2 630,351 9 6 0 3 0

3 333,028 5 4 1 0 0

4 320,595 6 5 1 0 0

5 77,480 3 2 0 0 1

6 34,940 1 1 0 0 0

7 61,251 3 0 0 0 3

8 115,495 2 1 1 0 0

9 56,970 1 1 0 0 0

10 24,827 1 1 0 0 0

11 48,315 1 1 0 0 0

12 20,976 1 1 0 0 0

13 30,661 1 1 0 0 0

奈
良
ケ
谷
川

14 1,242,712 36 30 5 0 1

15 104,785 4 0 0 0 4

16 122,321 2 2 0 0 0

17 71,391 2 1 1 0 0

18 56,216 2 0 0 0 2

19 43,686 1 1 0 0 0

20 61,907 2 1 1 0 0

21 43,476 1 1 0 0 0

22 141,652 5 3 2 0 0

23 22,149 1 0 0 0 1

24 80,236 3 0 0 0 3

25 28,735 1 0 0 0 1

26 32,049 2 0 0 0 2

27 105,541 2 0 0 0 2

28 9,460 1 0 0 0 1

合計 4,341,634 110 73 13 3 21
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土砂が 3 次谷に流入した谷は 3 本であった。小流域内
に存在する谷の数は、小流域の面積が大きくなるほ
ど、多くなる傾向となった。このことから、63.4% の
谷において、土砂は 1 次谷、もしくはそれよりも上流
から動き始めたことが明らかとなった。14.5% の谷で
は、土砂が 2 次谷もしくは 3 次谷から動き始めており、
土砂が渓岸の山腹斜面もしくは他の谷から流れ込んだ
ことが明らかとなった。残りの谷では土砂が移動しな
かったことが明らかとなった。このようにほとんどの
小流域では、土砂は 1 次谷もしくはその上流域から移
動し始めた。
表-2は奈良ケ谷川砂防堰堤より上流域に着目して、
図-2に土砂移動範囲の中に存在する植生の種類と材
積を推定した結果である。植生は環境省自然環境局生
物多様性センターにより公表されている 1/25,000 植
生図 GIS データより推定した。立木密度は朝日航洋
株式会社が平成 29 年 7 月 13 日に撮影した航空写真よ
り、土砂移動範囲の近傍に存在する立木の状況より推
定した。材積は立木幹材積表 5）に示された材積式より
推定した。災害後の現地調査より、平均的な胸高直径
はスギ・ヒノキの場合で 0.30 から 0.40m 程度、コナ
ラの場合で 0.18m 程度 4）、アカマツの場合で 0.30 から
0.40m 程度、シイ・カシの場合で 0.18m 程度 4）であっ
た。航空写真より推定した樹木の樹冠の標高から災害
前の地表面の標高を差し引いて推定したところ、平均
的な樹高はスギ・ヒノキの場合で 22.5m 程度、コナラ
の場合で 27.9m 程度、アカマツの場合で 18.6m 程度、
シイ・カシの場合で 18.0m 程度であった。材積を計算

する際にはそれらの平均的な胸高直径と平均的な樹高
の値を用いた。その結果、流木生産量は 11,855m3 から
22,239m3 程度と推定された。
表-3は奈良ケ谷川流域に着目して、図-2に土砂移

動範囲の中に堆積した流木の体積を推定した結果で
ある。流木の長さの総和は朝日航洋株式会社が平成
29 年 7 月 13 日に撮影した航空写真より読み取った値
で、植生図を参考に植生毎に集計したものである。流
木の長さの総和を平均的な樹高の値で除することで、
本数を推定した。材積は表-2と同じ値である。その
結果、流木堆積量は 767m3 から 1,457m3 程度と推定さ
れた。
表-2と表-3より、奈良ケ谷川砂防堰堤より下流域へ

の流木流出量は 11,088m3 から 20,782m3 程度と推定さ
れた。このことから流木流出率は 0.93 から 0.94 程度と
推定された。この値は一般的に報告されている値 6）で
ある 0.8 から 0.9 よりも大きかった。主な理由は、豪
雨によって多量の水が奈良ケ谷川流域に供給されたた
め、奈良ケ谷川本川での洪水の水深が深くなり、流木
が下流に流出したことによると考えられる。この仮説
はさらに検証をしていく必要があるだろう。また、本
川の河床や小流域内の渓床において堆積した流木も存
在したことから、今後は流木が停止したメカニズムを
明らかにしていく必要があるだろう。

3．奈良ケ谷川流域での復興状況
奈良ケ谷川流域では平成 29 年 7 月九州北部豪雨に

 表-2 　奈良ケ谷川砂防堰堤上流域での植生別流木生産量 2）

植生 立木密度（本/m2） 材積（m3/本） 土砂移動範囲面積
（m2） 流木生産量（m3）

スギ・ヒノキ 0.053 0.66~1.28 267,384 9,353~18,139

コナラ 0.036 0.35 22,827 288

アカマツ 0.055 0.58~1.00 69,181 2,207~3,805

シイ・カシ 0.025 0.23 1,246 7

 表-3 　奈良ケ谷川砂防堰堤上流域での植生別流木堆積量 2）

植生 流木の長さの総和（m） 本数（本） 材積（m3/本） 流木堆積量（m3）

スギ・ヒノキ 22,562.6 1,000 0.66~1.28 660~1,300

コナラ 2,951.2 110 0.35 37

アカマツ 2,253.1 120 0.58~1.00 70~120

シイ・カシ 0.0 0 0.23 0
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伴って生じた砂防設備や河川構造物、道路等の復旧が
進められている。写真-6は奈良ケ谷川砂防堰堤の現状
を示したもので、上流側より撮影したものである。奈
良ケ谷川砂防堰堤は不透過型砂防堰堤から透過型砂防
堰堤に改良された。これにより、奈良ケ谷川砂防堰堤
は土砂や石礫だけでなく流木の捕捉能力も向上した。
また、写真-7は奈良ケ谷川砂防堰堤の上流側の現状で
ある。平成 29 年 7 月九州北部豪雨時に捕捉した土砂
や流木は既に除去され、土砂や石礫、流木を捕捉する
空間が回復している。写真-7の中に災害後の堆砂面の
位置を示した。写真-7の中に砂防堰堤が写っているが、

災害後の堆砂面は当該砂防堰堤よりも上方にあったこ
とが分かる。

4．おわりに
平成 29 年 7 月九州北部豪雨は非常に稀に発生する豪

雨であった。この豪雨に伴って福岡県朝倉市及び大分
県日田市では多数の箇所で土砂災害が発生した。その
中でも福岡県朝倉市内を流れる妙見川流域や奈良ケ谷
川流域では土砂だけでなく流木も多く流れだし、奈良
ケ谷川流域の下流域では流木が住宅地に流れ込み、人

的・物的な被害をもたらした。
奈良ケ谷川流域での流木の流下状

況を整理すると、流木流出率が 0.93
から 0.94 程度と推定され、他の事例
よりも高かった。このように、より
多くの流木が下流域に流出したメカ
ニズムについては、今後さらに解明
していく必要があると考えている。

著者の住む九州地方では、最近、
非常に強い降雨強度で長時間降り続
く豪雨が頻発している。今後も奈良
ケ谷川流域で発生したような土砂と
流木による土砂災害が発生する可能
性があると考えられる。今後も土砂
だけでなく流木も考慮した土砂災害
対策の推進が求められている。

参考文献
1) 江藤稚佳子、水野秀明、久保田哲也（2019）：

平成 29 年 7 月九州北部豪雨における土砂
移動と降雨の関係、九州森林学会、No.72、
p.47-50

2) 森晴香、江藤稚佳子、塩崎将司、久保田哲也、
水野秀明（2020）：平成 29 年九州北部豪雨
に伴う朝倉市奈良ヶ谷川流域における流木
収支の推定、令和 2 年度砂防学会研究発表
会概要集、p.629-630

3) 丸谷知己、海堀正博、地頭薗隆、水野秀明、
大野宏之、清水収、久保田哲也、植弘隆、金
澤瑛、河野貴則、古賀省三、小林央宜、小林
拓也、坂島俊彦、酒谷幸彦、相楽渉、篠原慶
規、鈴木大和、高木将行、鳥田英司、中濃耕
司、藤澤康弘、山口和也、山田勇智（2017）：
2017 年 7 月の九州北部豪雨による土砂災
害、砂防学会誌、Vol.70、No.4、p.31-42

4) 林野庁（2017）：「流木災害等に対する治山
対策検討チーム」中間取りまとめ、p.7

5) 日本林業調査会（1970）：立木幹材積表 西
日本編、p.197-200

6) 国土交通省国土技術政策総合研究所砂防研
究室（2016）：砂防基本計画策定指針（土
石流・流木対策編）解説、国総研資料第
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砂防堰堤 

堆砂面

 写真-7 　奈良ケ谷川砂防堰堤の上流側の現状（令和 3 年 4 月 16 日撮影）

 写真-6 　奈良ケ谷川砂防堰堤の現状（令和 3 年 4 月 16 日撮影）
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直轄地すべり対策は、図-1 で示す区域で行
われています（現在では完了しているものも含
む）。砂防・地すべり技術センター（以下、「STC」
という。）ではこれら直轄地すべりの全ての箇
所において、機構解析・対策計画検討等の業務
を実施するとともに、新規に直轄事業に着手す
る場合には、事業着手前の調査業務を行ってき
ています。最近では令和元年度に直轄地すべり
対策事業が着手された天竜川中流地区の地すべ
り機構解析等を実施しました。

また、都道府県が管理している地すべり対策
や急傾斜地崩壊対策についても、管理者である
都道府県の求めに応じて実施しています。特に
平成 10 年度前後には、急傾斜地崩壊対策の一
環として、「緑の斜面づくり」に関する検討を
実施しました。これは既存樹木を残したまま斜
面の安全度を最大限に高める工法を導入し、緑
豊かな斜面空間を創出する事業です。

さらに、砂防部局の地すべり分野の業務のみ
でなく、直轄及び都道府県の道路管理者からの
道路改良等に関連した地すべり対策、斜面崩壊
対策の検討を実施するとともに、河川の分水路

はじめに
地すべり及びがけ崩れ等に関する業務を実施

する部署として、平成 4 年にそれまでの技術第
3 部が斜面保全部へと名称変更となり、現在に
至っています。

斜面保全部の所掌事務は、①地すべり及びが
け崩れ等に係る調査に関すること、②地すべり
及びがけ崩れ等に係る技術指導に関すること、
③地すべり及びがけ崩れ等に係る国際技術協力
に関すること、④前 3 号に係る受・委託業務等
に関することです。

本稿では斜面保全部の業務内容を紹介すると
ともに、当部の今後の展望について述べたいと
思います。

斜面保全部の業務内容
地すべり等の斜面保全に関する業務は、直

轄地すべり対策、都道府県による地すべり対策
及び急傾斜地崩壊対策、そして全国的な技術指
針等に関する業務、主にコンサルタント会社に
対する技術指導、さらに研究開発等に分けられ
ます。

斜面保全部の業務及び
今後の展望

武
たけ

士
し

 俊
とし

也
や

（一財）砂防・地すべり技術センター
斜面保全部長
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事業に関する地すべり対策検討も行ってきまし
た。また、砂防堰堤の保全対策も実施しています。
平成 12 年度には、「土砂災害警戒区域等にお

ける土砂災害防止対策の推進に関する法律」（以
下、「土砂災害防止法」という。）に関連して、
土砂災害防止法の運用等に資するよう、地すべ
り地の既存施設の評価検討、急傾斜地の崩壊の
衝撃等に関する検討を実施しました。
平成 16 年に発生した中越地震によって新潟

県の芋川流域を中心とした多くの斜面で地すべ
りや斜面崩壊が発生し、多くの箇所で河道閉塞
を発生させました。また、平成 20 年には岩手・
宮城内陸地震が発生し斜面崩壊や地すべり、そ
して河道閉塞が多発しました。このため STC
の研究の一環として、「数値解析を用いた地震時
の斜面安定度の評価手法（案）」を取りまとめ
ました。この手法（案）は、主に有限要素法（FEM）
を用いた危険斜面の抽出手法及び個別斜面の評
価手法について、既存の直轄地すべり地での検
討事例をもとに取りまとめたものです。地震時
の斜面安定度の評価を、①地震時の地すべり等
の解析モデルの検討、②地震時の斜面の安定度
評価、③対策工の効果予測・効果評価、の三段
階に分けて評価することにしています。
また、平成 29 年からは「新・斜面崩壊防止

工事の設計と実例－急傾斜地崩壊防止工事技術
指針－」の改訂に関し、STC は取りまとめ事
務局としての業務を行いました。本指針は昭和
57 年に初版が発行され、平成 8年に増補改訂さ
れていますが、それから 20 年経ち、関連する
指針等が改訂されたことや、土砂災害防止法が
施行されたことから改訂されたものです。この
ため、特に今回の改訂では土砂災害防止法に関
して、待受式コンクリート擁壁工の設計・施工
として土塊の「移動の力」や「堆積の力」など
について記載するとともに、擁壁工の設計・施
工の章に待受式高エネルギー吸収型崩壊防護柵
工が追加されています。なお、本指針は令和元

年 5月に発刊されました。
さらに災害発生時には、STC の自主的な調

査もしくは学会調査への参加などの形で現地調
査を実施することがあります。例として、平成
24 年に新潟県上越市で発生した国川地すべりで
は、STCの研究の一環として現地調査を実施し
ました。また、平成 28 年に発生した熊本地震
及び平成 30 年の北海道胆振東部地震では、（公
社）砂防学会による緊急調査に参加し、他の部
と協力しながら斜面崩壊等の実態の調査を実施
し、学会誌等で調査結果の公表を行いました。
また、令和 2年の長崎県佐世保市の牧の地地区
地すべりの発生に際しては、STCの自主的な調
査として現地調査を行い、その結果を長崎県に
報告しました。

今後の展望
気候変動に伴い激甚化、頻発化する気象災害

や切迫する大規模地震等から、住民の生命・財
産を守り、社会の重要な機能を維持することが
できるよう、防災・減災、国土強靭化の取り組
みが始められています。STCが実施している各
地すべり地区の業務においては、効率よく地下
水を集水できる新工法の適用性の検討、降雨の
激化等を考慮した危機管理対応計画の検討、地
震時の地すべりの照査手法の検討、解析の高度
化による地すべり安定度評価の検討等を有識者
の意見を得ながら進めているところであり、こ
れらの成果を整理・活用し、国土強靭化対策に
繋げていくことが重要であると考えます。また、
これまでに直轄工事が完了した地区における共
通事項や特性の取りまとめを行い、直轄工事の
完了判定や都道府県への引継準備等に資する研
究を進めていくこととしています。
一方、建設分野において近年、計画・調査・

設計段階から、施工及び維持管理を含めた一連
の建設生産システムの効率化・高度化のための
BIM/CIM の導入が始まっています。このよう
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な動きに呼応して、「CIM 導入ガイドライン（案）
第 9 編地すべり編」（令和元年 5 月 国土交通省）
や「BIM/CIM 活用ガイドライン（案）第 3 編
砂防及び地すべり対策編」（令和 3 年 2 月 国土
交通省）が策定されています。STC ではこれら
のガイドライン（案）の作成に携わるとともに、
実際に BIM/CIM を作成・活用した機構解析等

図-1　直轄地すべり対策事業施工区域（国土交通省所管）
「砂防便覧」（平成26年版）より引用、一部加筆
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を実施しています。今後、地すべり対策の検討
サイクルの中で、地すべり CIM を活用した検
討手法の確立が必要と考えられます。

最後になりますが、今後激甚化する斜面災害
に対して住民の生命・財産を守るため、関係機
関とともに引き続き対応していきたいと考えて
います。
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態や原因究明に関する調査研究等、土砂災害全般
を対象に取り組んできました。現在の火山防災部
や総合防災部の取り組みは、従前の砂防部の取り
組みから展開されています。以下、近年での砂防
部での主要な取り組みを紹介します。

近年では、平成 29 年九州北部豪雨や平成 30 年
西日本豪雨、令和元年東日本台風災害で発生した
土砂・洪水氾濫災害の調査や復旧・復興対策に
関する検討等、気候変動に伴うと言われている異
常豪雨災害に対する調査や対策の検討を中心とし
た取り組みを行っています。具体的には、一連の
降雨継続による短期的な土砂・洪水氾濫対策を検
討するにあたっての数値シミュレーションによる解
析手法の検討を行うとともに、この土砂流出対策
としての施設配置計画の検討に取り組んでいます。
こうした土砂・洪水氾濫対策については、平成
31 年 3 月に改訂された国土交通省の「河川砂防技
術基準基本計画編」や令和 3 年 4 月に改訂され
た「同基準施設配置等計画編」に基本的な考え方
が示され、“ 計画流出土砂量を降雨流出解析と河
床変動計算に基づき設定する”とされていますが、
これらの基準の改定業務も実施しています。一方、

はじめに
昨年 6 月1日に、新たに火山防災部が設置され、

それまでの砂防部及び総合防災部の所掌事務につ
いても見直しが行われました。新たな砂防部の所
掌事務は、① 砂防（総合防災部及び火山防災部の
所掌に係るものを除く）に係る調査に関すること、
② 砂防（総合防災部及び火山防災部の所掌に係る
ものを除く）に係る技術指導に関すること、③ 砂
防（総合防災部及び火山防災部の所掌に係るもの
を除く）に係る国際技術協力に関すること、④ 前
3 号に係る受・委託業務等に関すること、とされて
います。火山防災部及び総合防災部の所掌事務に
ついては、本誌 sabo（vol.129、2021Winter）で
の紹介をご覧になっていただきたいと思いますが、
本稿では、近年の砂防部の主要な取り組みと今後
の展望について述べたいと思います。

砂防部の取り組み
これまで砂防部は、土石流等の降雨による土砂

災害や地震による土砂災害等、全国で発生した激
甚な土砂災害の調査を通じて、全国の砂防計画の
マスタープランや施設等による対策方法、災害実

砂防部の業務及び
今後の展望

山
やま

口
ぐち

 真
しん

司
じ

（一財）砂防・地すべり技術センター
砂防部長
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近年のこうした災害はこれまでに経験したことがな
い豪雨によりもたらされています。そのため、全国
的な土砂・洪水氾濫対策については、これまでの
経験を活かしつつ、今まで以上に数値シミュレーショ
ンに期待する部分が大きくなっていくと思われます
ので、短期的な数値シミュレーションによる解析手
法の改善のみならず、災害等大規模土砂生産現象
発生後の土砂流出が特に活発な概ね数年間の降雨
による中期的な土砂流出や流域の荒廃により土砂
流出が活発な期間が継続する長期的な土砂流出に
も対応できるように取り組んでいく必要があります。

また、砂防関係事業における事業評価手法の改
善に関する調査研究にも取り組んでいます。具体的に
は、土砂災害対策事業の実施による期待被害額の
低減効果という視点で投資効率性の評価手法の改
善に向けた検討に取り組んでおり、令和 3 年 1月に
改訂された国土交通省の砂防関係事業の「費用便
益分析マニュアル（案）」の検討業務も実施しています。

今後の展望
今後、気候変動による降雨特性の変化により、

土砂災害も激甚化していくことが予想されており、
令和 2 年度に内閣府が実施した世論調査において
も、約 9 割の人が「気候の不安定化による洪水や
土砂災害の頻発」を心配していることが明らかに
なっています。一方、建設業は、地方を中心に減
少及び高齢化が進行しており（図-1）、将来的に十
分な災害対応ができなくなることから地域コミュニ
ティの崩壊や地域社会の維持に深刻な影響が生じ
ることが危惧されています。こうした状況で災害が
激甚化すると、災害からの復旧や復興が長期化し、
生活や企業の生産活動の停滞が長期間にわたり生
活者や企業等の想定していない負担がかかること
が想定されます。したがって、今まで以上に、土
砂災害が地域での生活や社会活動へ与える影響を
把握し、より効率的かつ効果的な対策を検討して
いく必要があります。

具体的には、前述の数値シミュレーションについ

ても、これまでに経験したことのない降雨条件に
おいて的確に土砂移動現象を表現できるように高
度化していく必要があります。また、既往の研究よ
り、復旧の長期化に伴う生活への影響は、水害や
土砂災害といった自然災害の種類や地域の人口の
分布や構成、産業構造等といった地域特性が反映
していると考えられます。そこで、土砂災害の特性
を一層踏まえた事業評価手法の改善を進めること
により、効率的かつ効果的な事業実施及び説明に
反映することも必要と考えられます。

一方、建設業の衰退に対しては、無人化施工や
ICT の活用による省人化等、機械化施工を進める
ことが考えられ、このことは、山間部での施工が
多い砂防事業にとって安全対策の観点からも効果
的です。そこで、鋼製製品やブロック等のプレハブ
化された加工品を一層活用できるようにするため、
機械化を前提とした設計や施工法としていくことも
必要であると考えられます。

国土の 7 割以上を山地が占める我が国では、土
砂災害と向き合いながら暮らしていかざるを得ませ
ん。今後とも、自然状況や社会経済活動の変化に
応じた土砂災害対策に対応できるよう、調査研究
に取り組んでいきたいと思います。

参考文献
1）�内閣府 HP：水循環に関する世論調査（令和 2 年10月調査）、令
和 2 年度世論調査（附帯調査）

2）�国土交通省HP：地域建設業を取り巻く現状・課題
3）�国土交通省：地域の安全を支える建設業等の公的役割の機能低下、
平成 22 年度国土交通白書、第 2 章、第 2 節

4）�山口真司、谷本圭志、長曽我部まどか：新聞記事を用いた災害復
旧の長期化と生活の影響に関する考察、土木学会論文集 F4（建
設マネジメント）、Vol.�76、No.�2、p.�I_104-I_112、�2020 図-1　
地域別の建設業就業者数の推移

図-1　地域別の建設業就業者数の推移
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背景に、就業者数が増加
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はじめに
（一財）砂防・地すべり技術センター（以下、「STC」という。）では、都道府県や国土交通省の砂

防部局担当者、および各砂防部局の発注業務を受託した民間企業などからの相談を受け、設計や施工に関
して指南や助言を行う「技術指導」を実施しています。技術指導の詳細については STC のホームページ
に公開されていますので割愛します。私は 2018 年 6 月から 2021 年 5 月までの 3 年間で、補助員とし
て約 50 件の技術指導に携わることができました。私自身、非常に貴重な経験となり大変勉強にもなりま
したが、依頼元が技術指導に対してどのような印象を受けたかとか、今後どのようなニーズがあるかといっ
た情報がフィードバックされていないことが非常に勿体ないと感じました。そこで、2020 年 12 月から
2021 年 3 月にかけて、技術指導についての意見や感想を収集することを目的として事後アンケートを行
いましたので、本稿では、アンケート結果と共に寄せられたコメントを紹介したいと思います。

アンケートの対象者について
図-1 は過去 10 年間の STC における技術指導契約件数の推移です。2018 年度以降に契約件数が

大幅に増えている理由として、砂防施設の設計に用いる指針類の改定や事務連絡の通達によって、設計の
考え方に大きな変化があったことが影響していると考えられます。このような背景とあわせ、あまり過去
に遡ると担当者が内容を忘れてしまっていることも考えられるので、今回は 2017 年 4 月から 2021 年
3 月の 4 年間に実施した技術指導の設計担当者（以下、「設計者」という。）および設計業務の発注元担当
者（以下、「発注者」という。）にアンケートを依頼しました。アンケートの回答率は表-1 のとおりです。
なお、所属名や氏名などの個人情報の回答は任意として実施しました。

技術指導の
アンケート結果について

図-1　技術指導契約件数の推移（横軸：年度　縦軸：契約件数）
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（一財）砂防・地すべり技術センター 砂防技術研究所 研究員
（現 日鉄建材株式会社 防災・鉄構商品部 主査）

表-1　アンケート回答率

依頼数 回答数 回答率

設計者 76 36 47.4%

発注者 30 20 66.7%

計 106 56 52.8%

1

2

Topics



13sabo Vol.130 2021 Summer

Topics

技術指導に関するアンケート結果
技術指導に関するアンケートは、実施後の満足度や最近の砂防事業で注目されているトピックを知

ることを目的として行いました。設計者と発注者で異なる内容の質問をしたものもあったため、分かりや
すいように下記のように色分けして質問を示すこととします。

設計者向けの質問 発注者向けの質問 設計者・発注者
とも同じ質問

19%

33%

17%

61%

6%

14%

11%

36%

6%

3%

6%

6%

3%

0 5 10 15 20 25

不透過型堰堤

透過型堰堤

土石流対策

流木対策

小規模渓流

人工地山

遊砂地工（堆積工）

既設堰堤の改築

石積堰堤の補強

大規模外力

ソイルセメント

火山砂防

地すべり・急傾斜

水理模型実験

技術指針の作成

図-2（横軸：回答数　％：回答率）

●不透過型堰堤の打継ぎ目強化方法
●既設堰堤に流木捕捉機能を付加する方法
●新工法の検討方法および妥当性の判断
●現行基準に属さない透過構造の評価
●流木捕捉工（張出しタイプ）の設計方法や適用範囲
●河川湾曲部における張出しタイプ流木捕捉工の適用性
●小規模渓流における施設設計
● 透過型堰堤の直下流に施工する遊砂地工へのソイルセメ

ントの適用性
● 透過型堰堤の直下流に施工する堆積工の考え方
●環境や景観に配慮した施設設計
●礫径が小さい土石流危険渓流における堰堤型式の選択
●県内で施工実績がない既設堰堤の改築事例
● 石積堰堤の補強対策の具体的な内容と安定性確保の方法
●施工期間を短縮するための堰堤構造の検討
●実験計画の妥当性
● 流出土砂量の算定方法および砂防施設の規模の検討
●整備完了後の土砂災害警戒避難システムの運用について
●新技術の導入と特殊な現場条件への対応方法
●最新技術の反映・運用方針

依頼内容は何ですか？  ※複数回答可Q1
依頼時に特に困っていた内容

3
▼
▼

▼
▼

▼
▼



14 sabo Vol.130 2021 Summer

Topics

図-3 図-45.4%

2.7%

91.9%

思う
思わない
わからない

● 技術指導のおかげで安心して設計を進めることができた。
●非常に有意義な内容で、よい成果を提出することがで

きた。またお願いしたい。
● 業務表彰を受けるのに役立てることができた。
●受発注者間で迷うような事象に対して第三者の立場で

専門技術をもって指導する取り組みは、業務を円滑に
進めるうえで非常によいと感じた。特に水理模型実験
は、実験計画の精度によって結果が左右され、実験が
目的達成のために妥当であることを発注者に理解して
もらうためにも、第三者の意見は重要である。

●定期的・継続的な指導を望む。本省砂防部とも技術的
な連携が必要だと思う。

● 技術指導終了後の協議によって指導内容と異なる方針
となった。

●技術指導後に設計方針が変わってしまった。
●内容は理解できたが、協議を進める中で上部組織に認

められなかった。
●指導内容が基準類に書いていなかったり、先行した内容

だと、構造協議時に認められない場合がある。認められ
るように事前にコンセンサスを得ておいて欲しい。

技術指導は設計業務を
円滑に実施するのに
役立ったと思いますか？Q2

 技術指導を行った
設計業務は発注者として
満足のいく成果が
得られたと思いますか？

Q3

20.0%

80.0%

思う
思わない
わからない

思うを選んだ人のコメント

思わない・わからないを選んだ人のコメント

発注者設計者

技術指導についてご意見がありましたら教えてください。Q4

● 現在のチラシやホームページだけだと、ある程度知って
いる人からしか相談が来ないのではないか。もう少しア
ウトプットが目に見える方がよいと思う。

●   STC は検討業務がメインで設計業務をあまり受注して
いないため、地方整備局職員や自治体職員が設計に関
して STC に相談しようというマインドは少ないと思う。
WEB 講演会や動画の公開でどの分野に詳しいのかとい
うのを知ってもらう取り組みも大事だと思う。

●  技術指導専用の相談窓口をホームページに設置してはど
うか。

●  砂防設備管理者への技術移転という視点でもっと議論し、
技術指導を通じてよりよい砂防整備をしていきたい。

●  砂防調査や計画についての技術指導も面白そうで興味が
ある。STC と他の法人とが連携した講義の場があると、
自治体職員・コンサル・施工業者それぞれに有意義だと
思う。

●  技術指導後、報告書の作成にどの程度の期間が必要かわ
かれば、その後の工程管理や資料作成時に助かる。

●  意志統一のため、現場での全体講習などを増やして欲
しい。

● 砂防勉強会など一企業に対して技術指導をお願いできる
ものであれば、依頼したい。

● 新型コロナウイルスの関係から、WEB 会議形式による指
導も検討してもらいたい。

● 各事業主体の要領や基準書に記載のないことを検討・評
価する場合、検討方法とその妥当性ついて求められるこ
とがある。今後は、そのような場合に技術指導を依頼し
たい。
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依頼内容は、透過型堰堤および流木対策の設計に関するものが多かったです。また、既設堰堤の改築設
計に関する依頼も多く寄せられました（図-2）。

90％以上の設計者から、当初抱いていた疑問点が解決し、設計業務を実施するのに役立ったとの回答
をもらいました。中には技術指導を行った案件が業務表彰（事務所長表彰）を受賞した例もいくつかあっ
たようです。また、80％の発注者から、技術指導を実施した設計業務について、満足のいく成果が得られ
たという回答をもらいましたが、20％の発注者は「わからない」という回答でした（図-3、4）。

設計者・発注者ともに、引き続き透過型堰堤、流木対策に関して比較的大きな関心を持っていることが
伺えます。一方で、人工地山については設計者の回答数が少なかったのですが、発注者では最も多い回答
数となり、関心度に違いがみられました（図-5、6）。

● 酸性河川における透過型堰堤の設計検討および維持
管理方法

● 掃流区間における透過型堰堤の設計検討手法
●  対象流域が大流域となる場合の仮設工法
●  マニュアルが整っていない内容に関するアドバイス

●�コンクリートスリット堰堤のハイダム化の検討
●�プレキャスト材を用いた砂防堰堤における施工時間

短縮の可能性
●�職員を対象とした技術的テーマに関する講義

その他の内容 その他の内容

6%
36%

14%
53%

33%
14%

28%
44%

31%
11%
11%

3%

8%
11%

6%

0 5 10 15 20

不透過型堰堤
透過型堰堤
土石流対策
流木対策

小規模渓流
人工地山

遊砂地工（堆積工）
既設堰堤の改築
石積堰堤の補強

大規模外力
ソイルセメント

火山砂防
地すべり・急傾斜

水理模型実験
その他

特に思い当たらない
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25%
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25%
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不透過型堰堤
透過型堰堤
土石流対策
流木対策

小規模渓流
人工地山

遊砂地工（堆積工）
既設堰堤の改築
石積堰堤の補強

大規模外力
ソイルセメント

火山砂防
地すべり・急傾斜

水理模型実験
その他

特に思い当たらない

図-6（横軸：回答数　％：回答率）

最近の砂防事業で気になっているトピックがあれば
教えてください。 ※複数回答可Q5

発注者
図-5（横軸：回答数　％：回答率）

設計者
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比較設計に関するアンケート結果
比較設計に関するアンケートでは、日頃行われている施設設計における工法比較の実態を知ること

を目的として実施しました。

5.9%
5.9%

11.8%

76.5%

2
3
4
その他

50.0%

11.8%

38.2% 詳細設計
予備設計

両方

図-7

比較表では何種類の
工法を比較することが
多いですか？Q6 比較はどの段階で行う

ことが多いですか？Q7

 比較する際に差が付きやすいと感じる項目は何ですか？ ※複数回答可Q8

図-10（横軸：回答数　％：回答率）

発注者

●地形への整合
●地盤支持力

●環境への影響
●地元の理解

●地形条件
●どの項目も顕著な差があらわれない

94%
45%

27%
9%
3%

36%
12%

0 10 20 30 40

経済性
施工性

維持管理性
捕捉性能
耐久性能
施工実績
その他

68%
37%

47%
21%

11%
21%

11%

0 5 10 15

経済性
施工性

維持管理性
捕捉性能
耐久性能
施工実績
その他

図-8

（経済性）
● 対外的な説明がしやすい。対外的に説明する際に最も重視する

項目である。
● 会計検査対応を考えると経験や自信のない担当者はどうしても

経済性で判断しがちである。
●飛び抜けて安い工法がある。
●鋼製砂防構造物は各工法の鋼材に係る単価差が大きい。
● 砂防に特化した技術者が減っている現状では経済性以外で求められ

る機能を明確にすることが難しく、設計者の提案が大事になって
いる。

（施工性）
● 場合によって実施不可能な工法を提示してくることがある。
● 近年採用が増えてきた工法の場合、施工業者が不慣れなところ

が多いため。

（経済性）
●発注者が経済的に安価なものを要求する。
● 発注者はまず経済性で判断するため、その他でよほど重大な事項

がない限り経済性での判断となる。
●顧客が定量的にとらえやすい。
●経済性以外は基本的に審査証明などで担保されている項目である。
●最も精度のよい数値として比較評価できる。
●形式ごとに工事費の算出方法が異なる。

（施工性）
●現場条件を適切に反映させるため（狭隘施工地・地盤条件など）。
●現場での施工しやすさが、工法によっては劣る。
● 施工困難（搬入困難）な工法は 1 次選定で除外することとしている。

（施工実績）
●後発工法は施工実績や捕捉実績が少ない。

図-9（横軸：回答数　％：回答率）

設計者

4

その他の内容

差が付きやすい理由

その他の内容

差が付きやすい理由
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25.0%

59.4%

3.1%
12.5% 10%以上

5%以上
1%以上
1円でも有利で
あれば差を付ける

● 堰堤本体はそこまで変わらないが、施工計画の不備や地質調査の
不足で増額する要素が大きい。

● 基礎地盤の地質状況の違いなどの現場不一致や仮設設備。
●仮設費用の過少計上。
● 施工計画において現場条件を十分に反映できていない場合に仮

設費がかかる。
● クレーン車の拘束費用。
● 大型機械による掘削ができない。

●予期しない山側からの湧水処理。
●堰堤改築の際に、下流側への足場設置費用。
●現場に入ってより具体化することがある。
●冬季における塗装効率の低下。
● 一部の工法は現場での作業が煩雑になるが、設計時に反映されて

いないことが多い。
● 現場合わせの工法は現場での組立費用が嵩み、精度管理も難

しい。

20.0%

30.0%

35.0%

15.0%

よくある
時々ある
あまりない
ほとんどない
わからない

図-12図-11

 採用案と比較案を比べ、
どの程度経済性に違いが
ある時に評価に差を
付けていますか？

Q9
実際の施工において、
設計時に計上して
いなかった費用がかかる
ことはありますか？

Q10

 比較設計に関連することで困っていることがあれば
教えてください。Q11

●長年の実績に伴う安定性と金額を重視している。
● 比較的新しい工法は、施工実績や捕捉実績が少ないため信用を置

きにくい。
（維持管理性）
●技術審査証明されている工法の中で、比較可能な項目である。

（施工実績）
● 実績の多い工法は価格も安価であると思う。

（維持管理性）
● 常時ポケットを開けておくことから、維持管理面を重要視する。

設計者

発注者

比較設計に関していただいた意見

● 維持管理性は、維持管理の頻度をどのように設定すべきか思案す
ることが多い。維持管理の項目を除石にした場合の頻度など。ま
た、摩耗対策や、堤体に鋼材を使うことによる補修頻度の低減効
果などは、エビデンスの提示が難しい。

●詳細設計で比較を行う場合、検討に十分な時間を割けないことがある。
● 新工法だと、スペックが優れていても実績がないため説得が難しい。
● 実際の施工手間は経済比較に反映しづらく、直接工事費で決まり

がちである。
● 同じ規模でもメーカーによる価格差が非常に大きい。
● 詳細設計には含まれていない軸比較を無償で実施させられること

と、堰堤軸が決まっていないことが工期に反映されていないこと。
● 工法の比較は適用範囲にあまり差がないため、商品の選択になってしま

い、コンサルタント業務として比較することは適切でないように感じる。
●新工法を採用する場合の実績など。
● 金額は安いが実績が伴わない工法を採用する場合の根拠付け。
● ライフサイクルコストとしての経済性（除石頻度などの維持管理）。
● コストミニマムが最優先事項でない場合もあると思う反面、なか

なかうまく説明できない。
● 各工法は何れも技術審査証明を受けており、特別な条件下でない限り構

造特性による優劣がつきにくい。このため最終的には経済性で決定する
ことが多くなり、経済性の有利な一部の工法に集中することも増える。

●捕捉性能や冗長性の判断基準。

● 流木捕捉工検討に際しての耐久性能や安全性に関する評価が難しい。
● 現場条件に合った工法を選定する必要があるが、経済性が重視さ

れがちであること。
● 技術審査証明を受けている工法で、施工実績・捕捉実績が少ない

場合の評価の仕方。

● 経済性について、価格競争が働き頻繁に単価が見直されているよ
うに感じた。

●施工性が低くてもコストが安価であればトータルスコアが高くなる。
● 新工法で施工性や経済性に優れていても、施工実績や捕捉実績

が少ないと採用が難しい。
● 条件によって特定の工法のみ適用可能な場合が発生している。
● 定型的であまり参考とならないことが多く、どちらかというと決

め打ち。
● 事務連絡では「経済性のみで採用するのではなく現場条件に適し

た堰堤を選択する」とあるが、条件に適した工法を使用する際に、
比較できる資料がない。工法ごとにどのような現場に適している
か説明があると採用しやすい。

● どんな場所でも問題ありませんと言われると、比較できない。
● 発注側は指針ありき・横並びを気にする。これは会計検査を怖がっ

ているため。同じ現場は 2 つとなく、現場をしっかりみて設計を
進められるような技術を職員が持てればいいと常々発言している
が、そういった技術論を中々理解してもらえないのがもどかしい。

具体的な費用について
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私が感じたこと
今回のアンケート結果を踏まえて、個人的な感想を少し述べたいと思います。

①技術指導について
技術指導の満足度は概ね高い結果が得られたものの、「疑問が解

決しなかった」「技術指導後に設計方針が変わった」というコメン
トもありました。また、設計者と比べると、発注者の満足度が少
しだけ低いように見受けられます。これらの理由として、現場立
ち会いの有無と、技術指導後のフォローによるものがあると考え
られます。

ほとんどの技術指導は民間建設コンサルタントと契約していま
すが、打ち合わせには地方整備局および自治体職員にも参加して
もらい、三者で現場立ち会いのもと行うようにしています（写真
-1、2）。三者で行う理由は、技術指導後に設計業務が円滑に進む
ように、発注者にも指導内容を把握してもらうためです。また、
会議形式ではなく現場立ち会いを原則としているのは、指針や基
準類の適用が難しい案件の場合、現場特有の条件を考慮して設計
方針を立案することがとても重要になるからです。一部の技術指
導は、スケジュール調整がつかなかったり、悪天候・感染症拡大
による移動制限などにより現場立ち会いができないこともありま
した。引き続き、三者立ち会いは励行すべきだと思いますが、実
施できなくても情報の共有に努める必要があります。例えば、打

5

比較設計に関するアンケートは、技術指導案件ではなく、比較設計全般におけるイメージとして回答し
てもらいました。

比較表では３工法を検討することが一般的なようです。また、比較のほとんどは予備設計時に行われ、
予備設計と詳細設計の両方で比較するケースも 40% 近くありました。両方行う場合として、予備設計で
は一次選定として全工法に対して絞り込みを行い、詳細設計時に二次選定として各検討項目ごとの詳細な
比較を行っているというコメントもありました。（図-7、8）

比較検討項目については、設計者・発注者ともに「経済性」が最も差が付きやすい傾向であることが明
らかになりました。設計者では、全体の 90％割以上が経済性を選択していました。次いで「施工性」「施
工実績」「維持管理性」となり、「耐久性能」「捕捉性能」で差が付くことは少ないという結果でした。発注
者は「経済性」に次いで「維持管理性」が多く選ばれており、設計者と少しだけ違う傾向となりました。（図
-9、10）

設計者が経済性の評価に差を付ける際の目安として、工法の価格差が「5％以上」「10％以上」となった
場合としているのが全体の 85％を占める結果でした。一方で 1 円でも有利であれば差を付けるという意
見は約 10％でした。ただし、施設の規模やその他項目の比較状況によって判断するなど、ケースバイケー
スであるというコメントもありましたので、一概にはいえないようです。（図-11）

施工時において、設計時に計上していなかった費用がかかることについて、「よくある」「時々ある」を
選んだ回答者が全体の半数にのぼりました。増額の内容としては、工法による精度の違いや、現場条件を
加味した施工計画の面で増額するケースが多いようです。（図-12）

写真-1　現場立ち会い

写真-2　現場立ち会い後の事務所協議
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ち合わせ協議時に空撮動画を活用したり、WEB 会議を実施することも方法のひとつでしょう。
また、技術指導後に設計方針が変わってしまった案件が複数見受けられました。せっかく技術指導を行っ

ても、採用されなければ手戻りになってしまいます。特に基準類に書いていない内容が含まれる場合は、
STC と国土交通省で情報を共有することが必要になるでしょう。技術指導が終わっても、設計業務は納品・
検査と続いていきますので、技術指導後のフォローも重要になると思います。設計者や発注者の皆さんも、
疑問が残っていたり、さらに深掘りしたい内容があれば、気軽に問い合わせてもらってよいと思います。

②砂防で気になるトピックについて
ほとんどの項目は設計者と発注者で似た傾向となりましたが、人工地山については関心度が逆となりま

した。発注者の約半数が人工地山に関心を持っていたわけですが、これは袖部処理が用地買収範囲に大き
く関わることが要因ではないでしょうか。私が随行した現場でも、人工地山による袖部処理について「実
績に乏しいため適用可否が判断できない」「人工地山を適用してよい条件なのか」「材料はどうすべきか」
というような質問が多かったように感じます。今後、人工地山に関する実績や知見が増え、それらが公開
されるようになれば、現場も判断がし易くなると思います。

③工法の比較について
比較設計において経済性が重要視されている実態が浮き彫りとなりました。私の予想も同じだったので

すが、比較表で差を付ける価格差の閾値を 5% 以上としている設計者が多数派というのは意外でした（も
ちろんケースバイケースだと思いますが、1% 位かと思っていました）。経済性が強い優先項目となって
いる理由はひとつではないと思います。私は現在、建材メーカーで技術営業をしています。もちろん経済
性が向上することは製造側としても非常に大事なことですが、メーカーの立場として、安価な提案を行う
ことに傾倒するのではなく、設計条件を十分にヒアリングし、それぞれの現場に適した技術提案を行うこ
とを心がけています。

▲　▲　▲
ここまで読んでいただいた皆様はどのように感じたでしょうか。計画・設計・製造・施工・管理など、

それぞれの立場によって印象や見解は違うと思いますが、どの立場の人にも役に立つ情報が含まれていた
のではないでしょうか。

おわりに
技術指導は、指針や基準類の適用が難しく対処に思案するときや、今まで扱ったことがない技術を

取り入れたいときなど、現場での困り事に対して手助けをする業務です。現場から新しいアイデアが生ま
れ、これらが基となった考え方が便覧や手引きに反映されるケースも今後増えてくると思います。新しい
試みを実行することは容易ではありませんし、勇気もいると思います。一筋縄ではいかない業務だからこ
そ、設計者・発注者・STC 相互の意思疎通が非常に重要で、皆が納得いく成果をあげるために議論とコミュ
ニケーションを深めることがとても大事であると強く感じました。
　最後になりましたが、年末から年度末にかけての多忙な時期にも関わらずアンケートにご協力いただい
た設計者および発注者の皆様、また、出向期間において貴重な経験をさせていただき、アンケートの実施
にも快諾してくださいました砂防技術研究所はじめ各部署の皆様に厚く御礼申し上げます。今後も STC
で学んだことを活かし、砂防に関わる仕事を続けていければと考えています。

6
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はじめに
当センターは、鋼製砂防構造物の適切な計画・設計と

効果的利用を図ることを目的として、昭和57年以降、
鋼製砂防構造物に関する委員会を設け、学識経験者の助
言と指導を受けつつ研究活動を続けています。これらの
成果は昭和58年に「鋼製砂防構造物に関する研究」と
して発表し、更に昭和60年には「鋼製砂防構造物設計
便覧」（以下、「鋼製便覧」という。）初版を刊行しまし
た。そして最新版である平成21年度の鋼製便覧刊行か
ら10年以上が経過しました。その間、各地で計画規模
を超える豪雨による災害が頻発しており、部材が損傷す
る事例が発生するなど、鋼製砂防構造物としての新たな
課題も顕在化されるようになってきました。

鋼製砂防構造物を設計するに当たっては、今後も鋼製
便覧を活用されるものと考えます。新たな課題に対して
もできるだけ対応するよう、内容を大幅に見直し『新
編・鋼製砂防構造物設計便覧』（以下、「新鋼製便覧」と
いう。）として発刊致しました。新鋼製便覧には、鋼製砂
防構造物における設計の考え方をできるだけ解説し、解
説に書きにくい項目はQ&Aとして記述しました。また、
当センターの研究開発として行ってきた鋼製砂防構造物
に関する研究成果も積極的に盛り込みました。

1．鋼製堰堤の安全性の向上と合理的な設計
南木曾（礫径と勾配）、根知川（本川と支川）、大武川

（越流礫）における鋼製透過型砂防堰堤の損傷事例に対
して国土交通省砂防部発出の事務連絡より対応方針を追

加しました。これら損傷事例は、計画規模を遙かに上回
る土石流によるものと、従来の設計には考慮されなかっ
た構造上の課題で生じたものがあります。また、間接的
な理由として、コスト低減を目的に鋼材重量を減らす代
わりに安全性を削ってきたことがあります。そこで、リ
ダンダンシーやロバストネスを無視して安全性を削って
までコストを下げることのないよう、損傷事例を参考に
設計諸元並びに照査方法を見直しました。今回の改定は
目次も含めて大きく内容を加筆しています。本稿では特
に鋼製透過型砂防堰堤の土砂捕捉性能と耐荷性能に関す
る項目について解説します。

リダンダンシー
冗長性のこと。設計荷重で配慮されなかった荷重

（大きさ、幾何形状、種類）によって、構造物の一部
（部材など）が損傷・破壊しても、構造物全体の致命
的な破壊に至らない余裕度。鋼製砂防構造物において
は、構造物の一部が損傷・破壊しても堤体の安全性・
安定性を維持し続けることで土砂捕捉機能を喪失しな
い余裕度のことであり、部材破断後の耐荷性能を指す。

ロバストネス
頑健性のこと。外力の不確定性や変動に対しても安

全性・安定性を保持しようとする性能。鋼製砂防構造
物においては、設計荷重にばらつき（変動幅）があっ
ても、内的安全性に大きな偏りがなく耐荷性能を保持
し続けることのできる構造及び材料。

嶋
し ま

　丈
じょう

示
じ

（一財）砂防・地すべり技術センター
砂防技術研究所 技術部 次長

写真-1　レベル1荷重による損傷（大武川） 写真-2　レベル2荷重による損傷（梨子沢）

技術ノート

鋼製砂防構造物
設計便覧改定のポイント
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する礫径を最大礫径D95と最多礫径D80とし、土砂の流
下形態によって使い分けました。

表-1　部材間隔に用いる礫径

渓床勾配の目安 礫径
1/3（20°）≦I 最大礫径D95

1/6（10°）≦I＜1/3（20°） 最大礫径D95

1/30（2°）≦I＜1/6（10°） 最多礫径D80

（1）土石流流下区間における礫径の設定
土石流の流下区間は、土石流フロント部が形成される

ため、先行して巨礫が捕捉され、後続の小礫により透過
部が目詰まりし、多量の土砂が捕捉されます。このため、
土石流の捕捉を目的に部材間隔を設定する場合はD95の
1倍以下にします。D95は200個測定した場合大きい方
から11番目であり、その近辺の個数も少なく隣り合う
礫径に開きがある場合が多く、この礫径1個の寸法に部
材間隔が左右され、調査担当者によって差が生じやすい
という特徴があります。これに対して、D80は礫径分布
の最多礫径帯の最大値であり、礫個数が多いことから礫
選定によるばらつきが小さくなります。また、これまで
の礫径調査結果からD95≦D80×2の場合が多いこともわ
かっています。そこで、D95の1倍で設定すれば、D80の
2倍以下になっている可能性がありアーチアクションの
発揮が期待できます。

鋼製透過型砂防堰堤を連続配置する場合、上流側の堰
堤は、満砂した後も後続流や2波3波の土石流が水通し
部から越流します。したがって、土石流の流下区間にお
いて下流にも堰堤が配置される場合には、透過部を完全
閉塞させる必要はなく、部材間隔をD95の1.5倍まで広
げてもよいでしょう。また、礫径調査の対象礫径200個
が容易に選定できるような箇所、すなわち巨礫が多数存
在する場合には土石流中の巨礫によるアーチアクション
で透過部が閉塞されやすいため、土石流のピークカット
を目的にD95の2倍まで広げることも考えられます。

（2）土石流堆積区間における礫径の設定
土石流が流下区間から堆積区間に移行するとき、土石

流フロント部が維持されず各個運搬で流下する可能性が
あります。特に、谷出口のような川幅が広くなるところ
では、水と土砂が分離しやすくフロント部の巨礫が停止
しやすくなります。また、堆積区間は下流域になるため
流量が大きくなる傾向があり、フロント部に巨礫群が集
中しにくい状態となり、石礫が各個運搬されることが想
定されます。

各個運搬される礫により透過部を閉塞するためには、
多量に分布する礫をもとに部材間隔を設定する必要があ
ります。そこで、部材間隔は現地に多数存在する礫群の
代表礫径としてD80の1倍以下に設定することにしました。

2．土砂捕捉性能に関わる項目
2.1　最大礫径と最多礫径

（1）最大礫径
鋼製透過型砂防堰堤は、平常時や中小出水時に流下し

てくる土砂は通過させ、土石流発生時には確実に土砂及
び流木を捕捉します。この機能を発揮させるには、部材
間隔と礫径の関係が重要です。部材間隔の設定に用いる
最大礫径をD100ではなくD95としている理由は、D100近
辺の礫は現地に点在していても絶対数が少なく、この礫
径を対象に部材間隔を設定すると、部材間隔が広くなり
過ぎ、アーチアクションが発揮されにくく透過部が閉塞
しない可能性があるからです。また、絶対数も少ないこ
とから透過部全体を目詰まりさせるだけの礫個数が足り
ない可能性もあります。このため、礫径加積曲線の上位
5％を除き、D95を最大礫径としています。

（2）最多礫径
最大礫径をD95としている理由は、上述の通りですが、

D95前後の礫個数も流域全体に分布しているわけではあ
りません。つまり、D95を対象礫径に部材間隔を設定し
ても、D100と同様の理由で土石流フロント部を形成しな
い場合には、透過部でアーチアクションが発揮せず礫が
そのまま通過してしまう可能性があります。このため、
河床に広く分布している礫径を対象に部材間隔を設定し
た方が、土砂捕捉機能を確実に発揮させることができま
す。そこで、土石流中の代表礫径として礫径加積曲線の
最多礫径帯の最大値を最大礫径D95と区別しました。た
だし、礫径加積曲線は不連続な曲線であるため、個々の
礫径加積曲線から最多礫径帯の最大値を設定すると個人
差も生じます。したがって、礫径加積曲線における最多
礫径帯の最大値を客観的に設定するために、①頻度の少
ない範囲としてD100とD95を結んだ直線、②最多礫径帯
であるD30とD70を結んだ直線の交点を最多礫径帯の最
大値として、これを最多礫径と定義しました。

2.2　土石流捕捉性能を規定するために用いる礫径
このように、鋼製透過型砂防堰堤の礫捕捉機能を規定

図-1　最多礫径の設定

技術ノート
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3．耐荷性能に関わる項目
3.1　鋼管の最小板厚

（1）礫衝突する鋼管
これまで、礫衝突に対する鋼管の板厚は、骨組み構造

解析で径厚比D／t ＜40となる板厚を求め、これに腐食
しろと余裕しろを加えた板厚に最も近い板厚を市場性の
ある鋼管から選択していました。このように鋼管は径厚
比のみ規定していたことから、コスト低減を目的に鋼材
重量を減らすため、鋼管径を小さくして鋼管板厚を薄く
する傾向にありました。しかし、板厚が薄くなったこと
で礫衝突により鋼管が容易にへこむようになってきたこ
とも事実です。このように、リダンダンシーやロバスト
ネスを無視して安全性を削ってまでコストを下げること
のないよう、礫衝突を想定する構造部材に対して径厚比
に加えて板厚の規定と、鋼管のへこみ変形の許容値を設
けることとしました。

また、最上流面を構成する鋼管部材は、礫が衝突する
ものとして、弾性範囲を超えてへこみとたわみを許容し
ています。この最上流面を支えるため下流に配置された
鋼管部材は、礫の直撃を受けないものとして、骨組解析
において弾性範囲内に収まるよう設計しているのですが、
土石流による損傷事例を見ると、礫は必ずしも最上流面
を構成する鋼管部材にだけ衝突するわけではないことが
わかってきました。これまでの捕捉事例及び損傷事例を
みると、鋼管板厚が22mm以上になると設計時に想定
していた礫衝突によるへこみは見受けられません。鋼管
板厚の減厚は礫衝突後の摩耗や擦痕によるものです。つ
まり、これまで腐食しろと余裕しろを見込まない径厚比
D／t ＜40は、実際には径厚比D／t ＜30となります。

そこで、堰堤高を保持することを目的に配置された構
造部材で、礫衝突を想定する鋼管の板厚は22mm以上
で、かつ腐食しろと余裕しろを見込んだ径厚比D／t ＜

30が妥当と考えられます。
当初、土石流捕捉を目的とした鋼製透過型砂防堰堤

は、φ500もしくはφ600の鋼管が採用されていまし
た。最近はコスト縮減の観点からφ400も使用されてい
ますが、市場性から板厚22mmがありません。このた
め、φ400以下の鋼管については、礫衝突に対してへこ
み変形を鋼管径の10％まで許容することで径厚比をD
／t ＜30であれば、板厚22mm以下であってもよいこ
とにしました。10%までとした理由は、維持管理におい
て鋼管径の10%までは健全と見なすからです。

土石流対策及び流木対策に関わらず小礫を捕捉する目
的で配置した機能部材は、取り替えを前提にすれば鋼管
のへこみ率40％以上になっても構いません。そこで、
鋼管のへこみを許容するため、礫捕捉を目的としている
こと及び板厚が薄くなりすぎないように、従来通り腐食
しろと余裕しろを見込まない板厚として径厚比をD／t 
＜80としました。この径厚比は腐食しろと余裕しろを
見込めばD／t ＜60となります。

礫衝突エネルギーを吸収する目的で配置した機能部材
は、腐食しろと余裕しろを見込まず板厚を計算し、後か
ら腐食しろを加えるとへこみ量が変わってしまい、想定
しているエネルギー吸収能が得られません。このため、
小礫を捕捉する目的で配置した機能部材と同様に、腐食
しろと余裕しろを見込んだ径厚比D／t ＜60としま
した。

3.2　安全性能を照査するために用いる礫径
これまで、部材間隔の設定と礫衝突の照査にはどちら

も最大礫径D95を用いていましたが、今回部材間隔の設
定とは別に新たに礫衝突に用いる礫径の設定方法を追加
しました。

渓床勾配の目安 最上流堰堤 2基目以降 越流礫

1/3（20°）≦I D100 D95

1/6（10°）≦I＜1/3（20°） D100 D95 D80

1/30（2°）≦I＜1/6（10°） D95 D80

表-2　安全性照査に用いる礫径

（1）土石流発生区間
土石流発生区間については、礫径調査対象の最大の巨

礫が到達する可能性を考慮してD100としました。ただ
し、土石流発生区間に鋼製透過型砂防堰堤を設置する場
合、除石の容易さなどを十分考慮して、選定に無理がな
いか検討する必要があります。

連続配置された砂防堰堤のうち、土石流発生区間に配
置される鋼製透過型砂防堰堤は、満砂後越流することが
前提になります。土石流の発生源に近いことから満砂後
も最大礫径相当の巨礫が越流する可能性もあるため、越
流礫はD95を用いて安全性を照査します。

Φ609.6×12.7

Φ609.6×22

写真-3　鋼管板厚の違いによる損傷の差
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（2）土石流流下区間
土石流流下区間については、最上流堰堤に衝突する礫

は礫径調査対象の最大礫径が衝突する可能性があるため
D100とします。ただし、上流から2基目以降の堰堤にお
いては、従来通りD95を用いるものとしました。このと
き、最上流の堰堤から200m以上離れている場合には、
礫径調査の範囲が異なるので、2基目とはせず、その区
間の礫径調査対象の最大礫径であるD100を選定します。

連続配置された砂防堰堤の上流側の堰堤が鋼製透過型
砂防堰堤の場合、満砂後越流することを前提としていま
すから、複数の礫が衝突することを想定して、越流礫は
D80を用いて安全性の照査を追加しました。

（3）土石流堆積区間
土石流堆積区間については、従来通り礫径調査対象の

D95としています。ただし、連続配置された砂防堰堤の
上流側の堰堤が鋼製透過型砂防堰堤の場合、流下区間と
同様に越流礫はD80を用いて安全性を照査します。

3.3　礫が衝突する部材
計画規模を大きく上回るような荷重でなくても、満砂

後天端から越流する礫によって、部材が破損すれば構造
全体としての安全性にも影響があります。そこで、衝突
する部材の限界衝突回数の計算方法及び計算事例を追加
しました。

（1）土石流が直撃する最上流の部材
土石流は鋼製透過型砂防堰堤の最上流面で捕捉しま

す。このため、礫の衝突に対しては、最上流の鋼管部材
に土石流フロント部の巨礫が直撃するとして、鋼管部材
のへこみ量とたわみ量による吸収エネルギーを計算して
います。このとき、部材中央部に衝突するものとし、構
造物のエネルギー吸収は、衝突点付近の局部変形と構造
体全体の変形の総和で成されるものとします。

一旦捕捉された巨礫は再移動しないため同じ箇所には
礫が当たらないので、原則として最大礫径D95が1回分の
衝撃力に対して修正エリナス式により、へこみ変形が鋼管
径の10％以下になるときの板厚を、その部材の最小板厚
とします。このとき、礫の衝突速度は土石流の流速です。

D100を対象に衝突荷重を算定する場合、土石流の流速
では流下しない可能性はありますが、ここでは土石流の
流速を用いることとしました。

【構造部材】 土石流が直撃するものとして、最大礫径1
回の衝突でへこみ率10％以下になる板厚と
する。へこみ率10％以下は健全と見なす。

【機能部材】 土石流が直撃するものとして、最大礫径1回
の衝突でへこみ率40％以下になる板厚とす
る。ただし、取り替えを前提としている場
合、へこみ率40％を越えても良い。

（2）越流落下礫が直撃する部材
越流礫は複数回衝突するので、最多礫径D80を対象と

し、変形が弾性範囲を超える状態に至った場合には、そ
の変形が累積していくものとしてエネルギー吸収を算定
します。

最下流に設置される堰堤のように計画上整備率100％
の堰堤は、満砂後土砂の越流はないものとしています。
しかし、連続配置された鋼製透過型砂防堰堤においては、
上流側の堰堤は満砂すると水通し天端から越流する前提
なので、捕捉面より下流に配置された鋼管フレームに礫
が直撃する可能性があります。小径の礫でもへこみ変形
が累積されれば、いつかは所定のへこみ変形量を超える
ことになります。

そこで、衝突頻度の高い礫として最多礫径を越流礫と
する。この礫が複数回衝突するものとして、その累積値
が鋼管部材の取り替えの目安である鋼管径の40％まで
許容するものとします。ただし、実際には何回衝突する
のか確定することはできないので、最多礫径1回の衝撃
力によるへこみ変形が、鋼管径の2％以下になるときの
板厚を最小板厚としました。衝突速度は、水平方向を土
石流の流速、鉛直方向を天端からの落下速度として、両
者を比較し、大きい方の値を用います。

ただし、部材の配置により、礫衝突が分力として作用
する場合、梁部材としてたわみによるエネルギー吸収が
見込める場合、あきらかに衝突頻度が少ないと判断され
る場合には、これらの条件を考慮してエネルギー吸収の
算定を行って良いことにしました。

【構造部材】 満砂後、天端から越流するものとして、
最多礫径1回の衝突でへこみ率2％以下
になる板厚とする。へこみ率2％を礫衝
突の繰り返し限界とする。

【機能部材】 満砂後、天端から越流するものとして、
最多礫径1回の衝突でへこみ率10％以下
になる板厚とする。ただし、取り替えを
前提としている場合、へこみ率10％を越
えても良い。

おわりに
本稿は、主に鋼製透過型砂防堰堤について述べました。

このため、今回の改定内容すべてにお答えしているわけ
ではないので、ここに記載のない項目でも、もっと説明
が欲しいといったものもあるかも知れません。また、今
回の解説は絶対こうではなくてはならないものでもあり
ません。掲載するには知見の足りないものもあります。
これらについては引き続き当センターの研究開発で解決
していきたいと考えています。
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1．はじめに
近年、土砂災害に対する応急対策工の技術開発が求

められている。寄稿「近年の土砂災害に対する応急対
策工の導入実績と今後の技術開発の方向性」（sabo 
Vol.127 2020 Winter）においては、近年多発する台
風や豪雨被害による同時多発的で大規模な土砂災害後の
2次災害対策として、土砂捕捉等の機能を高めることと
施工期間がトレードオフの関係となる場合が多いため、
施工期間の長さに応じて、ステップ1（発災後1週間程
度）、ステップ2（発災後2週間から1ヶ月）、ステップ3

（発災後2ヶ月程度）に分類して、それぞれのステップに
対応した段階的整備をおこなうことが提案されている。

砂防技術を通じて社会貢献することを使命とする（一
財）砂防・地すべり技術センターと、応急復旧で頻繁に
用いられるワイヤーネットに関連した工法に精通する東
亜グラウト工業（株）は、昨年度から「ワイヤーネット
を用いた多様な土砂災害応急対策工の開発に関する共同
研究」を実施し、それぞれのステップに適した工法の開
発を進めている。本稿では特許申請に抵触しない範囲で
これらを紹介するものである。
＜具体的な紹介工法は以下の通り＞

ワイヤーネットを用いた工法
ステップ1： ツリーネット工法（仮称）、 

ネットロール土のう工法（仮称）
ステップ2：コンテナワイヤーネット工法（仮称）
ステップ3：強靭ワイヤーネット

2．強靭ワイヤーネットの施工事例紹介
強靭ワイヤーネットは砂防工事箇所の安全確保・避難

時間確保を目的として、仮設構造物として設置されてい
た土石捕捉柵（TAMPOバリア）を応用したものである。

平成26年8月豪雨による広島市内での土砂災害発生
箇所に設置されて以来、土砂災害発生箇所の応急対策と
して多数使用されてきており、下記の特徴がある。

①  現地工事期間が0.5 〜 1.0ヶ月。
②  アンカー用のボーリング機械の搬入が可能な箇所で

あれば施工可能（最小進入幅が約1.5m）。
③  人力による柵の組み立てが可能で大型重機を必要と

しない。
④  アンカーを除く部材は転用が可能。
⑤  部材の部分交換が可能で、土石捕捉後は土石の除去

と部材の損傷に応じた補修により繰り返し使用が可能。
以下に強靭ワイヤーネットおよびTAMPOバリアの効

果発揮事例、材料在庫により早期設置ができた事例紹介
を紹介する。
＜工事中安全対策として設置され、土砂を捕捉した事例

（TAMPOバリア）＞
場所： 高知県大豊町　大谷川砂防堰堤
設置： 平成25年1月　
土砂捕捉：平成26年8月（豪雨による土石流出）
捕捉土石量：約1,400m3（写真-1、2参照）

共同研究

ワイヤーネットを用いた多様な土砂災害
応急対策工の開発に関する研究

（一財）砂防・地すべり技術センター
砂防技術研究所
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写真-2　設置時状況

写真-1　土石捕捉状況
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ワイヤーネットが計画された。国土交通省と長野県間で
締結されていた、災害時の相互協力に関する申し合わせ
に基づいて、国土交通省が保有していた強靭ワイヤー
ネットが長野県に提供され、早期完成を図った。

通常、同規模で1.5ヶ月の設置期間を要するところ、
降雪・積雪による影響を考慮して施工期間の短縮を図
り、24日間で工事を完了させた。

場所：長野県下高井郡野沢温泉村
概略経緯：

①  令和元年10月12日から13日にかけて台風19
号が上陸

②  10月30日、国土交通省松本砂防事務所より資
材支援、運搬

③ 11月9日工事着手
④ 12月2日工事完了（24日間）

完成状況（写真-5参照）

写真-5　設置状況

3．共同開発対象の工法紹介
3.1　ツリーネット工法（仮称）

・適用ステップ：ステップ1を想定
・目標施工日数：2日程度
ツリーネット工法は、立木を利用した簡易な土砂流出

防止対策である（図-1参照）。

＜転用設置された強靭ワイヤーネットが土砂を捕捉した
事例＞

平成26年広島市内での豪雨災害に使用された強靭ワ
イヤーネットが、平成29年9月　鳥取県国道53号での
緊急対策に転用設置され、平成30年7月豪雨による流
出土砂を捕捉し、下流への被害を軽減した。

場所：鳥取県八頭郡智頭町
土砂捕捉量：約250m3　（写真-3、4参照）

写真-3　土石捕捉状況（下流側）

写真-4　土石捕捉状況（側方）

＜資材支援により早期設置を実施された事例＞
令和元年10月に上陸した台風19号により土砂流出の

あった箇所の緊急対策（2次災害防止対策）として強靭

図-1　ツリーネット工法一般構造
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本工法に使用する全ての資材が軽量であり、人力のみ
で運搬〜設置が可能。発災後の2次崩壊防止対策工とし
て、直ぐに対応できる特徴を持つ。ネットは高強度鋼製
ネットタイプ、ポリエチレンネットタイプを選定できる

（写真-6参照）。

1）高強度ネットタイプ
立木両端部にφ9mmロープを括り付け、高強度ネッ

トを配置（図-2参照）。スパンが長くなる場合は、柵高
確保のため、中間に単管パイプを設置する。ネット端部
は単リングをネットに通し接続する（写真-7参照）。

① 特徴：高強度・超軽量（650g/m2）

写真-6　高強度ネットを使用したツリーネット工法試験施工事例

写真-7　ツリーネット工法接続状況 図-2　単リングを利用したネット接続方法
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② 施工性：高い。2人で設置可能。
③ 維持管理： 土砂の堆積後、ネットは撤去せず土砂を

くるみ込み蛇篭同様の土留め工として機
能させることが可能。

2）ポリエチレンネットタイプ
温泉地等、腐食環境と伴う特殊な地域ではネット等鋼

材の腐食が懸念される。このような場合には耐食性能に
特化したポリエチレン素材のネットを採用することで対
応可能となる。ポリエチレンネットは、柔軟で伸びが大
きいためワイヤロープは中間部も含め3本配置されてい
る（写真-8参照）。

① 特徴：柔軟で地山の起伏に追随した配置ができる。
②  施工性： 比較的軽量ではあるが高強度鋼製ネットの

約2倍の重さがあり、設置には3人程度が
必要。

3.2　ネットロール土のう工法（仮称）【特許出願中】
・適用ステップ：ステップ1およびステップ2を想定
・目標施工日数：2日〜 1週間程度
大型土のうを積み上げて形成された層体の表面を高強

度ネットで覆う構造または大型土のうと高強度ネットを
サンドイッチ状に重ねる構造により、ネットが土のうを
拘束し柔軟に土砂を受け止める（写真-9参照）。

写真-8　ポリエチレンネットを使用したツリーネット工法試験施工事例

写真-9　ネットロール土のう工法試験施工事例
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本工法は、ステップ1での適用を想定しているが、過
去に実施した斜面高20m、斜面勾配40°、投下土砂量
45m3での土砂衝突実験（表-1、写真-10参照）により
1/1確率規模程度の流出土砂にも対応できることが確認
されたため、ステップ2まで適用範囲を拡大可能か現在
検討中である。

・特徴： 現地の発生土で築立できることから工事の着
手および被災地における安全確保が迅速に発
現できる。

項　目 斜面諸元または計測結果

斜面高さ H=20m

斜面勾配 θ=40°

投下土砂量 VR=45.0m3

衝撃力（計測値） F=250 〜 450kN/m2

ネットロール土のう最大移動距離 Dmax=2.98m

捕捉土砂量 VC=35.6m3

表-1　土砂衝突実験　斜面諸元および計測結果

写真-10　ネットロール土のう工法土砂衝突実験状況（連続写真）
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3.3　コンテナワイヤーネット工法（仮称）【特許出願中】
・適用ステップ：ステップ2を想定
・目標施工日数：2週間〜 1ヶ月程度
1/1確率規模程度の雨による土砂を含む流水の流出お

よび施設天端まで堆積した土圧に対して安定的に抑止
する。

資材は基本的に小型のバックホウ程度で組立可能な重
量のものを採用する。

端部はコンテナ内に現地採取の土砂を投入しアンカー
レイジとして機能させ、上下に張ったロープと高強度
ネットによる構造で土砂を捕捉する（構造の詳細は現在
検討中）（図-3参照）。

4．今後の予定
ネットロール土のう工法については、昨年度、土砂衝

突実験を実施したが、ツリーネット工法およびコンテナ
ワイヤーネット工法についても実証実験を実施する必要
がある。

ツリーネット工法は、ステップ1での対策を想定した
土砂流出防止施設であるため、堆砂能力の確認実験を、
コンテナワイヤーネットは、ステップ2での対策を想定
しているため、詳細構造を確定後、施工性確認のための
試験施工および性能確認のための土砂衝突実験を実施す
る予定である。

5．おわりに
ここに紹介した工法は現在開発中のものもあり、今後

開発が進捗した時点でより詳細のお知らせをおこなうこ
ととする。本稿が、土砂災害に対する応急対策工の普及
促進の一助となれば幸いである。

土石捕捉用ネット

図-3　コンテナワイヤーネット工法の構造イメージ
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第 回 入社してから 1 年間の総括として、今回の原
稿作成をお願いされた際、私はいったい何を書け
ばいいのだろうと頭を悩ませてしまいました。ど
うして 1年の総括を書くのが困難に感じたか、そ
れは学生時代から社会人に移り変わるタイミング
でコロナウイルスの感染拡大という特殊な条件が
入ってしまい、1年前と環境があまりにも異なっ
ていて、自身がどう成長したのか、あまり実感で
きていなかったからです。

私が入社した日から 1週間後の 4月 8 日、コロ
ナウイルスの感染拡大に伴い、緊急事態宣言が発
令されました。社会人になって間もなく、ただで
さえ右も左もわからない上の非常事態に、私は翻
弄されていました。過去の業務資料が参考になら
ないことも多かったですし、ろくに顔合わせの機
会もなく、社内にどのような方がいらっしゃるの
か全くわからないため、質問一つするのも一苦労
でした。緊急事態宣言が出てしばらくし、リモー
トワークも始まると、益々どのようにしたらいい
のかわからず、何度も遠回りして作業することも
ありました。特に初めての緊急事態宣言が出てま
もなくのころは、感染経路や感染後の症状につい
て詳しい情報がわからず、それでも臨機応変に対
応していかないといけない状況にあり、現代社会
に生きる人誰もが厳しい心身状態で過ごす日々で
ありました。だから私も、「1 年目でただでさえ
大変なのに…」と悲観的になることはありません
でしたが、やはり学生から社会人へと環境が激変
する上にさらに重なった異常事態に柔軟に対応す
ることは難しく、目の前のことをこなすだけで精
いっぱいの状態でした。ようやく自分で仕事をし

1 年目の勤務を
終えた総括と
今後の展望

木
き

原
は ら

 早
さ

紀
き

（一財）
砂防・地すべり技術センター
火山防災部 技師

連載エッセイ

第3回
essay
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ているなと実感できたのは 8月も終わるころでは
なかったかと思います。その後もやはり、度重な
る制限等により、慌ただしい日々が続き、この 1
年間、自身を振り返る余裕はあまりありませんで
した。
「木原さんは焦りすぎではないだろうか」、私
がこの 1年間で一番よく言われた言葉です。焦り
が続けばミスが出てきますから早急に対処しない
といけないのですが、今でもなかなか焦りは拭え
ていません。例えば、砂防分野の専門知識や業務
工程の知識の不十分さだとか、非常事態ばかりで
通常の状態を知らないことが後々問題として出て
くるのではないかとか、社会人の常識から外れた
行為をしていないだろうかとか、古来から問題に
なってきた労働時間の改善に伴う経験量の減少分
をどのように得たらよいのだろうかとか。社会人
になってから自身を取り巻く抽象的な物差しは格
段に増え、またそれは常に移り変わるものであり
ます。だからこそ正解等なく、考え込みすぎるも
のでもないことは理解しています。しかし、自分
がやるべきことを達成できているのか、自分はき
ちんと仕事をこなし次に進めているのか、そう思
うと、絶えず不安になるばかりです。もともと心
配症の自覚はありましたが、このコロナ禍でより
多くの懸念事項が出てきてしまい、また、数々の
自粛によって他人との対話も減少し、自分一人で
考え込む時間も増えてしまったため、それがさら
に加速してしまったように思います。
もちろんこのコロナウイルスの感染拡大による

影響は非常に大きいものであり、ここまで環境が
激変することはめったにあることではありません
が、劇的に時代、環境、業界の常識が変わってい
くような大きなインパクトは今までも起こったこ
とであり、今後も起こりうることです。砂防業界

は防災という変わらない目的があり、長い期間で
考案する必要のあるものでありますが、それでも、
計算手法や技術の革新、防災基準の変化、世論、
新たな災害等によって今の常識はいつ塗り替えら
れてもおかしくないものです。また、変化があっ
たからといって、新しい選択肢を即座に選び取る
ことがよいわけでもありません。例えば、このコ
ロナ禍では多くの企業・公官庁でリモートワーク
が始まり、業界全体のデジタルインフラ整備がか
なり進みました。企業によっては通勤時間や事務
所面積の削減という利点もあることから、コロナ
以後も完全にリモートワークに切り替えると方針
を掲げているところもあります。この業界におき
ましても、リモートワークやWEB会議の推進に
よって、感染拡大の抑制だけでなく、出張や通勤
といった時間的制約の削減という観点から、コロ
ナ終息後もその選択肢が消えていくことはないで
しょう。一方で、常に社内の人間と通話がつながっ
ているような環境でなければ、リモートワークは
個人の作業になりがちで、周囲の人間がどのよう
に行動しているか把握することができません。社
内の人間関係構築や仕事の習熟を進める前のリ
モートワークはなかなか安易なものではなく、対
面だと無意識に行っていた環境構築を意識的に行
うよう、十分なフォローを検討した上で、リモー
トワークやWEB会議を推進していく必要がある
と考えています。新しい選択肢が出てきても、今
までどうして古い選択肢が “ 良し ” とされていた
か、どうして今それが “ 良し ” とされないのか、
本当に切り捨ててよいものなのか、立ち止まって
検討しないといけません。
最近になって、このコロナ禍の中で社会人生活

をスタートさせなければならなかったことは、運
が悪かった…と思うと同時に、少しだけ運がよ
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かったと思うようになりました。社会人 1年目の
期間としてはなかなか大変でしたが、環境すべて
があまりにも変わると現場は、社会は、自分はこ
んなにも混乱してしまうのか、そしてその環境下
であってもどうやって答えを見つけていくべきな
のか、社会人生活の早い段階で経験することがで
きました。私の心配症は、わからないことや判断
基準がないことへの恐怖から出てくるものですか
ら、今後知識を積み、見識を深めていけば、少し
ずつ不安を取り除いて仕事を行えるようになると
思います。しかし、また今回のような環境や常識
の激変を経験し、不安に苛まれることがあるで
しょう。それでも、今の状況下を思い出せば、今
までの経験に意固地にならず、かといって過去の
蓄積を突き放してしまうわけでもなく、柔軟な取
捨選択の思考を持つよう心がけた上で、自分なり
の答えを導くようにしていけたらと思っています。

この原稿を書いている 5 月時点でも、まだコ
ロナウイルスの影響は収束の気配を見せていませ
ん。緊急事態宣言が延長され、娯楽もまともに楽
しめず、必要最低限の外出をすれば心身ともに疲
れ果てた人をよく見かけるようになりました。こ
れから果たしてコロナは完全に終息するのか、は
たまたあと 5年は同様の状況が続くのかわかりま
せん。そして仕事が、業界がどのように変わって
いくのか、私はそれに対応し続けていくことがで
きるのか、そう思うと自信がなくなってしまい、
また不安になります。しかし、ふと考えれば、そ
もそも建設コンサルタントの仕事だってわからな
いことばかりのものを開拓していく仕事なのです
から、この仕事に携わる以上、何も動じ過ぎるこ
とはないのでしょう。今後世界がどのように変
わっていくのか、今とどんな違う考えになってい
るのか、不安と同時に楽しんでいきたいものです。
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私は、土砂災害対策のうち、ソフト対策といわれる分
野の仕事を多くしています。砂防えん堤の設置等により
土砂そのものに影響を及ぼすハード対策とは異なり、土
地利用や建築物の構造の規制、警戒避難といった住民の
生活に関わって災害を防ごうとするソフト対策の効果は、
地域の生活形態等に左右される面が多分にあります。特
に警戒避難は、いつどこで発生するのか予測が難しいと
いった土砂災害の特徴もあり、一見その効果がはっきり
しないような災害事例も珍しくはありません。しかしな
がら、それなりの人数の方が、防災情報の収集や避難等、
警戒避難のための行動をとっている場合も多く、土砂災害
という分野でこれだけの人を動かすことができるのは、各
地でこれまでに積み上げられてきた砂防に対する信頼感の
おかげではないかと思います。土砂災害対策には様々な手
法がありますが、土砂災害防止法が、ハード対策が追い付
かない実情のもと制定された経緯、またこれから高齢化や
人口減少が進むことを考えた場合、居住する地域の土砂
災害の危険性を十分に知り、個々人や地域の事情に応じ
た避難方法を自ら検討できるよう全国で担保することは、
とても難しいことですが、重要な仕事であると考えます。
そのような考えで仕事に取り組むなか、衝撃を受けた
ことがありました。それは、災害時の避難所等での性被
害です。避難所は、災害が差し迫ったときに行くことが
多い場所であり、心身に余裕がない人も多いと思われま
す。そうしたなか、助け合いですとか、きずなですとか、
普段なかなか表に出せない善意が溢れる場所、という漠
然とした認識でいました。またそうした認識で、土砂災
害から身を守るためだけのことを想定して避難を勧めて
いたことに、大変な恥ずかしさを感じました。もちろん
そうした避難所ばかりではないのでしょうが、一方で、
女性に対し支援する対価としての性犯罪が起きる等、
様々な問題が明らかになっています。土砂災害から身を
守るための対策に、男女差はもちろん、心身の個性に
よって差がつくことのないよう、大勢の方が努力されて
います。しかしながらまだ、そうした差に応じて、気付
きにくいところで、避難所に行きにくい、防災情報が届
きにくい、防災訓練や講習会等で地域の危険性を知る機
会を持ちにくい、といった状況が生じているのであれば、

今後、土砂災害対策を通じてさらに人的被害を低減する
という目的の上でも大きな課題です。また、そうした状
況にまずは気付くこと、そしてそうした状況に気付くこ
とができる人が解決の機会にアクセスできることが具体
的な課題となってきます。このように考えると、多種多
様な人が砂防に携わることは、土砂災害を通じた人的被
害の軽減にあたり、掛け声だけで終わらせてはいけない、
現実的な課題解決策の一つです。
砂防では、人の命に関わる仕事に携わっているためか、

土砂災害対策の技術的内容の向上はもちろんのこと、現
場で、人々の生活や山々を見ながら対策を練ることで、
土砂災害による犠牲者を一人でも減らそうという挑戦意
識が根本にあるように思います。そうした意識からは、
多様性に対する理解不足はあっても無理解は生じないの
ではないでしょうか。しかしながらそのため、大勢に共
通するような問題とまでなることが少なく、改めて考え
る機会を持たない一因になりうるのかもしれません。
このところコロナ禍もあり、なかなか現地へ赴いての

実態調査や対面での打合せができない状況です。私は正
直、山に入ることも、車の運転も、初めてお会いする人
とのコミュニケーションも、すなわち現地調査や打合せ
で比較的必要になることのすべてが苦手です。さらに極
端な現場主義に対しては、現場ももちろん重要だけど、
同じくらい現場以外のことも大事なのに…と思ってしま
います。それでも、これだけの期間、現地に行かない、
対面で話さない、ということはなかなかありません。逆
にWEB会議を使うことで、距離に関係なく色々な方と話
すことができる便利さにも気付くことができました。こ
れからは、現地調査もWEB会議も直接の対面での対話も
と、色々な手段や機会を使って、「気付くことができる」
技術者を目指したいです。また、私が仕事する上での困
りごと、私自身すら見て見ぬふりしかけていたことも多
くあるのですが、そうした困りごとに気付いてくれて、陰
になり日向になり色々と助けて下さった、また助けて下
さる方々に、一歩でも近づけていけたらと思っています。
	 （千

ち

葉
ば

	幹
みき

・（一財）砂防フロンティア整備推進機構　
	 砂防フロンティア研究所	研究第一部	主任研究員
	 兼	企画調査部	参事）

⑨

砂防での「気付き」 
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発生日 国　名 種　別 概　要

2020年

10月3日 フランス
イタリア 土石流

【10月4日 時点】仏伊国境地帯は激しい暴風雨や集中豪雨、鉄砲水に見舞われ、3日まで
にイタリアで2人が死亡し、フランスで8人が行方不明となった。この水害で道路や民家が
押し流された他、土砂災害や村全体が孤立状態になる等の被害が出た。救助隊員ら数百
人が出動し、逃げ遅れた生存者の捜索が行われた。
暴風雨「アレックス（Alex）」は1日にフランス西岸を直撃して各地に強風と豪雨をもたらし
た後、イタリアに移動。伊北部各地は3日終日、猛烈な暴風雨に見舞われた。アレックスに
よる仏伊国境地帯の雨量は最大500ミリに達した。
イタリア・アオスタ渓谷（Aosta Valley）ではボランティアの消防隊員1人が死亡。また東に
約100キロ離れたセージア（Sesia）川でも、車ごと川に流された男性1人が死亡した。
3日午後、イタリア市民保護局のマーラ・アナスタージ（Mara Anastasi）報道官は、ドイツ
人2人とその孫らを含む21人を発見し、ヘリコプターで救助したと明らかにした。
同国では道路が封鎖されたことを受け、消防隊員ら数十人がある村に列車で向かおうと
試みた。
フランスの救急当局者は、土砂災害で足止めされ古い駅舎に身を寄せていた約40人を
安全な場所に空輸したと発表。同国では、軍や数百人の救助隊員が行方不明者の捜索に
当たった。

10月12日 ベトナム 地すべり

【10月19日 時点】12日未明（当初の報道では正午）に北中部地方トゥアティエン・フエ省
フォンディエン郡フォンスアン村（xa Phong Xuan, huyen Phong Dien）で建設中の第3ラ
オチャン（Rao Trang 3）水力発電所で地すべりが発生し、工事現場の作業員と捜索救難
に向かっていた救助隊メンバーの計30人が行方不明となった事故では、19日午前まで
に作業員2人と救助隊員13人の遺体が発見・収容された。第1現場の発電所では、その後
も行方不明となっている作業員15人の捜索が行われた。
事故の知らせがあったのは12日午後だが、電波が弱いせいか電池切れかで通話は途中
で途絶えてしまったとのこと。通報を受けた省当局は救助隊を派遣したが、現場までの道
のりは、熱帯低気圧による大雨のせいで地すべりと地下水の上昇が発生していたため、
同日中に事故現場までたどり着くことが出来なかった。さらに、事故現場付近は電波状況
も悪く、最新情報が入りにくい状況だった。
このうち17人は同水力発電所の労働者、残りは同日未明に連絡を絶った救助隊メンバー
で、第4軍区副指令のグエン・バン・マイン少将も含まれていた。派遣された救助隊は
21人だったが、連絡が取れたのは8人のみ。事故現場に向かう途中、新たに発生した地す
べりで生き埋めになった模様。

10月18日 ベトナム
土砂・

洪水氾濫、
地すべり

【10月20日 時点】自然災害防止中央指導委員会の19日の発表によると、6日から続いてい
る豪雨が中部の広範囲に甚大な被害をもたらしており、18日までに84人が死亡し、38人
が行方不明となった。
北中部地方クアンチ省フオンホア郡フオンフン村（xa Huong Phung, huyen Huong 
Hoa）にある第4軍区第337国防経済団の駐屯地で18日午前1時25分ごろに地すべりが発
生し、家屋3軒で夜を過ごしていた兵士ら22人が土砂の下敷きになった。翌19日午後2時
30分ごろまでに、22人全員の遺体が発見・収容された。
民家への被害について、クアンチ省、北中部地方クアンビン省を中心に、5万2,933軒が浸
水、2万4,734軒が倒壊した。農作物への被害については、稲作地924ヘクタール、野菜農
園等その他作物約10万6,616ヘクタールが影響を受けている他、家畜・家禽46万1,627頭
/羽が死亡、または濁流に飲み込まれた。
クアンビン省と北中部地方ハティン省を中心に、中部では21日にかけて豪雨が続き、同
2省では300〜600ミリの雨量が観測され、洪水が深刻化する見通しであり、同ゲアン省で
は100〜250ミリ、クアンチ省、トゥアティエン・フエ省では150〜300ミリ、南中部沿岸地方
クアンナム省、同クアンガイ省では50〜100ミリの雨量が観測されると予想されていた。

10月28日 ベトナム 土砂崩れ

【10月29日 時点】台風18号（アジア名：モラヴェ、Molave）に見舞われたベトナム中部で
は29日、土砂崩れ等でこれまでに21人の死亡が確認された。被害はここ数年で最悪規模
となっており、死者はさらに増えることが危惧された。
台風18号は28日、ベトナム中部の村々を直撃した。倒木や家屋の屋根が吹き飛ばされる
等の被害が出た他、すでに数週間にわたり洪水の深刻な被害を受けていた地域が再び
豪雨に見舞われた。
クアンナム（Quang Nam）省では、被害の大きかった村3か所で土砂崩れが発生。国営メ
ディアによると、これまでに19人の遺体が収容された。当局によると、45人が土砂の下敷
きになったとみられていた。
また、2人が台風から自宅を守ろうとして死亡した。
漁船2隻が台風上陸前に消息を絶ち、漁業関係者26人が行方不明となり、ヘリコプター
や海軍の艦船による捜索が行われた。
国際赤十字・赤新月社連盟（IFRC）によると、台風18号上陸前の数週間に深刻な洪水と土
砂崩れが発生し、130人が死亡、家屋31万戸以上が損傷または全壊した。
IFRCは、120万人近くが「深刻な危険」に見舞われており、支援を必要としていると訴えて
いた。

（一財）砂防・地すべり技術センター  企画部 国際課
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発生日 国　名 種　別 概　要

10月30日 エルサルバドル 土砂崩れ

【10月31日 時点】中米エルサルバドルの首都サンサルバドル近郊で30日、豪雨による土
砂崩れが発生し、6人が死亡、約35人が行方不明になったと警察が発表した。
内務省によると、消防隊、警察、軍から約300人が出て、行方不明者の捜索に当たった。
首都から約15キロ北に位置するネハパ（Nejapa）では、家屋50軒が土砂に押し流され、
教会に身を寄せていた35人ほどが被災地から避難した。

11月1日 フィリピン 土砂崩れ

【11月2日 時点】フィリピン当局は2日、2020年最強の勢力に発達した台風19号（アジア
名：コーニー、Goni）により、少なくとも16人が死亡、家屋2万棟以上が倒壊、約5万
5,500棟が半壊したと発表した。被害が最も大きかった地域では、通信が遮断された。
台風19号は1日、フィリピンの東海岸に上陸。最大風速は62.5メートルで、カタンドゥアネ
ス島（Catanduanes Island）と、隣接する最も人口が多いルソン（Luzon）南部アルバイ

（Albay）州を直撃した。
ルソン島南部では、猛烈な風と集中豪雨により電柱が倒れた他、洪水と土砂崩れにより
家屋が飲み込まれた。
上陸前に約40万人が避難しており、その後も大半が避難所にとどまることとなった。当局
は被害が最も深刻な地域の電力と通信サービスの復旧に取り組んだ。
アルバイ州では10人が死亡したが、早期に避難していなければ「数千人が死亡していた」
と、同州の災害当局トップは語った。警察によると死亡した10人のうち3人は、同州にある
火山、マヨン（Mayon）山付近の二つの村で発生した火山灰層の土砂崩れに巻き込ま
れた。
台風19号は、「スーパー台風」に発達してカタンドゥアネス島に上陸。同島では少なくとも
6人が死亡した。

11月6日 グアテマラ　 土砂崩れ

【11月7日 時点】中米グアテマラのアレハンドロ・ジャマテイ（Alejandro Giammattei）大
統領は6日、大型ハリケーン「エータ（Eta）」の上陸に伴い相次いだ土砂災害により、約
150人が死亡または行方不明になったと明らかにした。村全体が土砂に埋まる被害も出
ているとのこと。
ジャマテイ氏は、北部の村ケハ（Queja）では救助活動を行う陸軍部隊が到着したと説
明。部隊からの初期報告として、「住宅150棟が土砂に埋まり、100人が死亡した恐れがあ
る」と伝えた。
さらに、メキシコと国境を接する北東部ウェウェテナンゴ（Huehuetenango）県でも土砂
崩れが発生し、10人が死亡したと発表。「死者と行方不明者を含む非公式の死者数は
150人前後」と述べた。
ジャマテイ氏は、ケハの状況は「深刻」であり、大雨が続く中で新たな土砂崩れが発生す
る恐れがあり、道路も遮断されているとした。

12月25日 イラン 雪崩

【12月27日 時点】イランの首都テヘランの北の山岳地帯で吹雪と雪崩が発生し、登山者
8人が死亡、少なくとも7人が行方不明になったとイランのメディアが26日に伝えた。
イラン赤新月社（Red Crescent）の幹部は国営イラン通信（IRNA）に対し、「赤新月社の救
助隊による捜索活動で、行方不明だった8人の登山者の遺体が収容された」と語った。
IRNAによると、登山者らのグループは25日、テヘラン北部の山岳地帯で発生した雪崩や
吹雪のため、行方が分からなくなっていた。
イラン国営テレビは、テヘラン郊外にそびえるアルボルズ（Alborz）山脈のトチャル

（Tochal）やコラクチャル（Kolakchal）山で行われたヘリコプターによる救助活動の一環
で、赤新月社の要員が積雪のある山のふもとで遺体を担架で搬送している映像を伝え
た。赤新月社の救助隊員は、「悪天候と積雪」の影響で捜索救助活動が難航したと
語った。

12月30日 ノルウェー 土砂崩れ

【12月31日 時点】ノルウェーの首都オスロ近くの村で夜間に大規模な土砂崩れが起き、
12人が行方不明、10人が負傷したと警察が30日明らかにした。
土砂崩れが起きたのはオスロから約25キロ北東に位置するイエルドルム（Gjerdrum）に
ある、人口1,000人ほどの村アスク（Ask）。現場の映像には、広い範囲の地面が崩落し、家
屋が押しつぶされ泥に埋もれた様子が捉えられていた。
朝から雪が降る中、救急隊が負傷者を救出した。家屋数軒が、土砂崩れでできた斜面の
頂上に不安定な状態で取り残され、救急隊はこうした家屋等を安定させる活動を行っ
た。アーナ・ソールバルグ（Erna Solberg）首相は30日にアスクを訪れ、記者団に対し、今
回の土砂崩れが同国史上「最大規模のものの一つ」と述べた。
同国メディアの報道によると、700人が避難した。警察は12人が行方不明になったと発表
し、行方不明者について「土砂崩れの現場で行方不明となっているのか、休暇中でいな
いのか、別の理由で警察に連絡できないのか把握できていない」と説明。一方、負傷者は
10人で、うち重傷の1人がオスロに搬送された。
ノルウェー水資源エネルギー庁は今回の被害について、奥行き約300メートル、幅約700
メートルの範囲にわたって「クイッククレーの地すべり」が起きたと説明。クイッククレー
はノルウェーやスウェーデンに見られる粘性土で、過度の力が加わると崩れ、流動化する
ことが知られている。

2021年

2月14日 インドネシア 土砂崩れ

【2月15日 時点】インドネシアで、集中豪雨に伴う土砂崩れが発生し、複数の民家が押し
流されて少なくとも9人が死亡、10人が行方不明となっていると当局が15日明らかにし
た。多数の家屋が浸水し、何百人もの住民が避難を余儀なくされた。
土砂崩れは14日夜、ジャワ（Java）島の東ジャワ（East Java）州地方部で発生した。捜索救
助当局は、2人を救出、4人を遺体で発見し、依然行方不明の10人の捜索を行った。今回
の土砂崩れでは、民家8軒が甚大な被害を受けた。
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「ブラジル国強靭な街作りのための
土砂災害構造物対策能力向上プロジェクト」に

STCが参画します！

2021年2月に国際協力機構（JICA）から公示された、ブラジル国における標記プロジェクト
に対し、一般財団法人砂防・地すべり技術センター（STC）は、八千代エンジニヤリング株式
会社を代表とし、株式会社建設技研インターナショナル及びSTCを構成員とする3者で共同企
業体を組んで応募しました。その後、
4月にSTCを含む共同企業体の提案が特
定され、本プロジェクトを受注・実施す
ることとなりました。
本プロジェクトは5月から始動してお

り、5年間にわたり実施されます。STC
を含む共同企業体は、ブラジル国で過去
に実施されたJICA技術協力プロジェク
ト「統合自然災害リスク管理国家戦略強
化プロジェクト」やJICA民間技術促進
事業「鋼製透過型・ソイルセメント砂防
堰堤普及促進事業」の実績があります。
これらの成果を活用しながら、パイロッ
トプロジェクトによる不透過型砂防構造
物、透過型砂防構造物の設置を通して、
土石流対策構造物の設計、施工管理、
維持管理等に関する技術指針等の作成
と、同国で土砂災害防止を担う地域開
発省を中心とした関係者への普及の支援
を行い、関係者の能力向上を目指すもの
です。

本プロジェクトの実施状況は、引き続
き進捗に合わせて報告させていただき
ます。

ブラジル国カウンターパートとの協議

（共に民間技術促進事業「鋼製透過型・ソイルセメント砂防
堰堤普及促進事業」より）

現場の視察確認

海外事情



令和3年度 優良業務及び優秀技術者表彰（令和3年7月16日までに通知があったもの）

【優良業務及び優秀技術者表彰】

◆優良業務名「大規模土砂移動斜面対策外検討業務」北海道開発局札幌開発建設部長表彰
	 優秀技術者：綱木　亮介
◆優良業務名「R1	富士川砂防整備計画検討業務」関東地方整備局富士川砂防事務所長表彰
	 優秀技術者：垣本　毅
◆優良業務名「内川流域砂防施設配置計画検討業務」東北地方整備局宮城南部復興事務所長表彰

行事一覧（令和3年（2021）2月〜令和3年（2021）7月）

◆◆協賛（後援）
2月4日、5日	 第25回「震災対策技術展」横浜（後援）	

6月3日、4日		 第8回「震災対策技術展」大阪（後援）		

6月			 令和3年度土砂災害防止月間（後援）

役員会等

【令和2年度第2回理事会】	 	令和3年3月18日（対面方式とZOOMによるWEB会議方式を併用）次の議事について
審議が行われました。
①	令和3年度事業計画及び収支予算
②	池谷浩研究顧問の委嘱期間を令和4年3月31日まで延長
③	職務執行状況に関する報告

【令和3年度第1回理事会】	 	令和3年5月26日（対面方式とZOOMによるWEB会議方式を併用）次の議事について
審議が行われました。
①	令和2年度事業報告及び収支決算
②	公益目的支出計画実施報告書の承認
③	定時評議員会の開催日時、場所及び目的事項の決定
④	職務執行状況に関する報告

【令和3年度定時評議員会】	 	令和3年度の定時評議員会が、令和3年6月21日に開催され令和2年度の収支決算及び
任期満了に伴う評議員の改選等について審議が行われました。

	 	審議の結果、収支決算が承認され、第6期の理事に以下の11名の方が選任（再任）
されました。

【第6期理事】

◆	石黒　　亙	 （一社）秋田県県土整備コンサルタンツ協会	相談役
◆	小杉賢一朗	 京都大学大学院農学研究科教授
◆	鈴木　雅一	 東京大学名誉教授　
◆	西出　則武	 東北大学特任教授
◆	増田　美砂	 筑波大学名誉教授
◆	松本　浩司	 NHK解説主幹
◆	丸谷　知己	 地方独立行政法人北海道立総合研究機構理事
◆	室谷　哲男	 （公財）日本防炎協会常務理事
◆	南　　哲行	 常勤（理事長）	
◆	栗原　淳一	 常勤（専務理事）　
◆	菊井　稔宏	 常勤（理事）
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人事異動

◆◆3月31日付
【退　　職】	藤平　　大	 	砂防技術研究所技術部調査役（兼）砂防技術研究所技術部技術開発研究室長

（兼）企画部国際課長（国土交通省中部地方整備局富士砂防事務所長へ）
【定年退職】	大瀧左枝子	 （企画部企画情報課再雇用）
	 比留間雅紀
【出向期間修了】	 宮城　輝一	 斜面保全部技術課技師

◆◆4月1日付
【採　　用】	天野祐一朗	 砂防部技術課技師　
	 和田　眞典	 砂防技術研究所技術部砂防システム研究室研究員（併）企画部企画情報課技師
	 田地野里奈	 総務部総務課
【昇　　任】	池田　暁彦	 火山防災部次長（火山防災部技術課長）
	 前寺　雅紀	 火山防災部調査役（兼）斜面保全部調査役（火山防災部技術課課長代理）
	 藤澤　康弘	 火山防災部技術課長（火山防災部技術課課長代理）
	 宮城　昭博	 斜面保全部主任技師（斜面保全部技師）
	 福池　孝記	 火山防災部主任技師（火山防災部技師）
【配置換え】	五十嵐勇気	 砂防部技術課課長代理（企画部企画情報課課長代理）
	 井上　隆太	 企画部企画情報課課長代理（砂防部技術課課長代理）
	 木原　早紀	 火山防災部技術課技師（企画部企画情報課技師）	
	 桧山　七瀬	 総務部契約・経理課（企画部企画情報課）
【出　　向】	企画部企画情報課主任技師　上森　弘樹

国立研究開発法人土木研究所に土砂管理研究グループ火山・土石流チームの交流研究員として出
向（令和4年3月31日まで）

【兼　　務】	嶋　　丈示	 企画部国際課長を兼務
	 吉田　真也	 砂防技術研究所技術開発研究室長を兼務
【委　　嘱】	池谷　　浩	 研究顧問
	 栗原　淳一	 砂防技術研究所研究統括監
	 綱木　亮介	 企画部総括技師
	 小山内信智	 砂防技術研究所長
	 山邉　康晴	 斜面保全部上席参事
【新規出向】	平井　　悟	 斜面保全部技術課技師

◆◆4月30日付
【出向期間修了】	淺田　雄哉	 斜面保全部技術課技師
	 大塚　洋之	 斜面保全部技術課技師

◆◆5月1日付
【委　　嘱】	友部　秀器	 企画部参事
【新規出向】	猪俣　陽平	 斜面保全部技術課技師
	 桐生　　朋	 斜面保全部技術課技師

◆◆5月31日付
【出向期間修了】	小尾　　亮	 火山防災部技術課技師		
	 佐々木　司	 砂防技術研究所技術部技術開発研究室研究員
	 田中　利昌	 火山防災部技術課技師
	 本間　哲郎	 砂防部技術課技師

◆◆6月1日付
【新規出向】	花田　大輝	 砂防部技術課技師
	 星野　慎司	 火山防災部技術課技師
	 安冨　懸一	 砂防技術研究所技術部技術開発研究室研究員
	 横尾　和広	 火山防災部技術課技師
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◆◆6月28日付
【委　　嘱】	近藤　浩一	 相談役

◆◆7月1日付
【採　　用】	須藤　　剛	 総務部契約・経理課長
【委　　嘱】	矢嶌　　理	 企画部参事（総務部参事）

「令和 3 年度　砂防・地すべり技術センタ－講演会」ご案内
「令和 3年度　砂防・地すべり技術センタ－講演会」を下記のように開催致します。
参加ご希望の方は、弊センターホームページ（http://www.stc.or.jp/）参加申込フォームからお申し込み下さい。

記

日　時：	 令和 3年 10月12日（火）13：30 〜17：00
場　所：	 砂防会館別館「シェーンバッハ・サボー　利根」
	 東京都千代田区平河町 2－7－4　電話（03）－3261－8386
参加費：	 無　料

◆プログラム◆（予定）
テーマ：「土砂・洪水氾濫対策におけるシミュレーション技術の活用」	 （敬称略）
■来賓挨拶	 三上　幸三	 国土交通省　砂防部長		 　　　　
■基調講演	 里深　好文	 立命館大学教授　　	　　　	
■講演 1	 綱川　浩章		 国土交通省水管理・国土保全局砂防部	砂防計画課
	 	 砂防計画調整官
■講演 2	 山越　隆雄	 国土交通省国土技術政策総合研究所土砂災害研究部
	 	 砂防研究室長
■講演 3	 吉田　真也	 （一財）砂防・地すべり技術センター砂防技術研究所	　
	 	 砂防システム研究室長

詳細は順次HPに掲載して参ります。　
新型コロナウイルス感染症感染拡大の状況によっては中止となる場合があります。

■ 問い合わせ・申込先
	 一般販売価格：1部　￥1,320（税込み・送料別）
	 （一財）	砂防・地すべり技術センター	企画部	 砂防センターHP：http://www.stc.or.jp/
	 	 TEL：03-5276-3271	　FAX：03-5276-3391	　E-mail：shoseki@stc.or.jp

「土砂災害の実態　2020年版」の発行

当センターでは 1984年	（昭和 59年）より、毎年全国で発生した土
砂災害に関する資料を収集し、実態を分析して取りまとめ、「土砂災害
の実態」として発行、砂防関係技術の発展および広報の一助としてい
ただけるよう、国・都道府県の砂防部局や大学等の研究機関に頒布し
てまいりました。
今年度も 2020 年 1月から 12月までに発生した土砂災害を取りま
とめた「2020年版」を発行しました。本誌により、土砂災害について
の認識を深め、また土砂災害対策を考える上での参考としていただけ
れば幸いです。
ご希望の方は、下記ホームページの「書籍頒布」ページから申込用
紙をダウンロードし、必要事項をご記入の上、FAXにてご注文下さい。

2020

令和3年6月

令和２年

一般財団法人　砂防・地すべり技術センター一般財団法人　砂防・地すべり技術センター
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STCにおける
新型コロナウイルス感染症対策の取組について

終息の見えない新型コロナウイルスの感染拡大。感染の第4波を迎え、「緊急事態宣言」が
続く中、ウイルス自体が感染力の強い変異種に変容しつつあるなど、今後も予断を許さない
状況です。
当センターでは、感染拡大の抑止と社会経済活動の維持を両立させるように、「新しい生
活様式」を遵守しながら、適切な対応に努めてまいりました。

1.「新型コロナウイルス対策本部」の設置
令和2年3月31日に、「新型コロナウイルス対策本部」を設置し、安全で安心な執務環境の確保
のため、状況変化に応じつつ適切な対応策を決定・実施してまいりました。情報共有・確認も含め
て、30回を超える対策本部会議を実施しています。

2. 職員の対応
① 発熱などの症状がある職員は、出社を禁止し自宅待機としています。
② 時差出勤・在宅勤務を計画的に実施しています。
③  執務室でのマスク着用、ソーシャルディスタンスの確保、手洗い・消毒の励行、検温の実施、会
議などでの「3密」回避などの基本的行動を徹底しています。

3. 対外的な対応
①  不特定多数が参加するイベント、主催する委員会などの開催、都道府県をまたぐ移動などについ
ては、政府や都道府県のガイドラインなどに従った対応をとってまいりました。

・不特定多数の人が参加する外部セミナー・イベント・委員会などへの参加・開催の
自粛、WEB会議の活用に努めること
・適切な感染防止策を講じていない店への立ち入り自粛
・出張については、関係機関と十分調整の上、最大限WEB会議などの活用に努める
こと

②「東京都感染拡大防止徹底宣言」に登録、「感染防止徹底宣言ステッカー」の掲出
③ ご来訪について、担当部署への事前連絡の徹底

■ご来訪の際のご協力依頼

・入室前の消毒　・マスクの着用　・名刺の提出又は来訪者受付票への記入
・検温の実施（37.5度以上の体温の方の入室禁止）

今後の展開は、ワクチン接種の効果、変異種の拡大などにより予断を許さない状況ですが、警戒
を緩めることなく、適切な対応に努めてまいります。

その主な取組状況について、紹介いたします。
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写真-6、7　WEB会議の様子

写真-4　来訪者受付票写真-3　検温の実施 写真-5　「感染防止徹底宣言ステッカー」、
千代田区保健所からのお知らせを掲示

写真-1　入室前の消毒 写真-2　受付にアクリル板を設置
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信州と言えば「そば」。長野県内には美味しい蕎麦屋さんが
沢山ありますが、伊那谷へ出張の折にそばを食べたくなった
ら、「こやぶ竹聲庵」がお薦めです。
車でなら、中央自動車道伊那ICから15分ほど。伊那谷と木
曽谷を結ぶ権兵衛峠道路（国道361号）に入り、山の方に向
かって3kmほどいくと、権兵衛トンネル手前左側に古民家風
のお店が見えてきます。
店内はテーブル席と囲炉裏端の席があり、冬季以外でも囲
炉裏端に座ると風情を感じます。
お薦めメニューは、「鴨ざるそば」。十割そばが二段重ねで出
てきて、ネギを背負った鴨肉の入った「つけ汁」でいただきます。
ついでに、伊那谷の「珍味三種盛」も試してみてはいかが
でしょう。イナゴの佃煮、蜂の子の佃煮、行者にんにく味噌
の三種で、虫を食する伊那谷の文化に触れられます。
伊那市街地に「こやぶ」の本店があり、本店の方はこぢん
まりとした老舗で地元では有名店です。本店は二八そばとの
ことですので、両方を食べ比べてもいいかも。� （U）

出張

伊那谷でそばを食べるならココ！
［こやぶ竹聲庵（こやぶちくせいあん）］

長野県伊那市西箕輪与地6563
TEL　0265-78-9966

写真-3　鴨ざるそば

写真-4　珍味三種盛

写真-1、2　こやぶ竹聲庵 外観

雪に覆われた立山連峰を望みながら、富山駅から国道41号線
を車で南下すること15分、富山インターを過ぎると左手に現れ
るのが今回ご紹介するお店、「海鮮どーん」です。その名の通
り、富山湾でとれた新鮮なお魚がいた
だける海鮮丼専門店です。
店名はインパクトがありますが、店
内は広く落ち着いた雰囲気です。席に
着くとまず驚かされるのがメニューの
豊富さです。30種類以上のメニューか
らどれにしようかと悩んでいると、さ
らに20種類近い日替わりメニューが書
かれた黒板が運ばれてきます。加えて
しょうゆも4種類から選べるというこ

出張

富山の海鮮丼ランチ
［海鮮どーん（かいせんどーん）］

富山県富山市蜷川119-2
TEL　076-428-5777

だわりぶりです。「そんなの選べない！」という方も安心して
ください。気になる具材はトッピングが可能ですし、一人で
何杯か注文すれば2杯目からは80円引きになります。悩んだ
挙句、今回私が注文したのは、白エビ、ウニ、トロマグロの
特選丼。運ばれてくると、きれいに盛られた彩り豊かなどん
ぶりの美しさに食欲をそそられます。しょうゆをかけて贅沢
にかきこめば、もう箸が止まりません。脂の乗ったトロマグ
ロ、一口で濃厚なうまみが広がるウニはもちろん最高ですが、
一番おすすめしたいのが白エビです。富山県の名産品でもあ
る白エビは滑らかな食感で、上品な甘みが絶品です。気づい
たときには器が空になっていました。
富山に訪れた際にはちょっと贅沢して、富山湾の恵みを堪
能してみてはいかがでしょうか。� （A）

写真-2　特選丼写真-1　海鮮どーん 外観



知られる様になり、もう「コロナ以前」に戻る事は叶わ
ないのかも知れないと日々暗澹たる思いです。
ですが、コロナの最前線では医療関係者を始め各種研
究員やエッセンシャルワーカーの皆様が、災害現場では
自衛隊を始め各種専門家や土木業の皆様が、日々脅威に
立ち向かうべく頑張っていて下さいます。いわゆる技術
職と呼ばれる人々の仕事は中々知られていませんが、弊
センターの技術職の皆さんもいつか来る災害を防ぐ為に
何が出来るかと日夜奮闘しています。その活動のごく一
部ではありますが、本誌で紹介することにより、皆様に
広く知って頂ければ幸いです。誰かの仕事に支えられな
がら生きている
という事を噛み
締めながら、私の
仕事もまた、誰か
を支えられてい
れば良いなと願
うばかりです。
� （N）

アクセス：地下鉄　永田町駅
（東京メトロ有楽町線・半蔵門線・南北線）
4番出口より徒歩1分

〒102-0093　東京都千代田平河町2-7-5　砂防会館５F

「sabo」についてのご意見、ご感想をお待ちしています。

「役に立った」「印象に残った」記事、あるいは「こんな記事が読みたい」など、
みなさまのご意見、ご感想を、FAXやメールなどで下記の事務局までお寄せ下さい。
『sabo』バックナンバーはホームページからダウンロードしてご覧ください。

「sabo」事務局宛
FAX:03-5276-3391／e-mail:sabo-kikanshi@stc.or.jp

http://www.stc.or.jp/

6月14日に東京の梅雨入りが宣言されて以来、よもや
空梅雨かと思われるような天候が続いておりましたが、7
月に差し掛かるにつれ雨が増え、家の軒先に弱々しく咲
いていた紫陽花も元気を取り戻した様に見えます。一方
で各地ではひと月分の雨が一日で降ってしまうなど記録
的な大雨が報告されており、先日は熱海で土石流が発生
し、この原稿を書いている今も行方不明者の方の懸命な
捜索と復旧作業が行われています。降らねばダムが枯渇
し作物も育たなくなりますが、降りすぎると恵みをもた
らすどころか私たちに牙を剥く水。一瞬にして生活の全
てを流し去ってしまうそれに私たちは翻弄される他あり
ません。
思い起こせば、現在全世界規模で猛威を奮っている新

型コロナウイルス感染症の様な疫病にも、我々は翻弄さ
れてきました。マスク無しで会話や食事を楽しみ、好き
なときに好きな場所へ出掛けられていた日常は今や見る
影もありません。やっと開催にこぎつけたオリンピッ
ク・パラリンピックですら無観客試合になる可能性が高
まってきており、ワクチン接種の予約が取れる取れない
でやきもきする毎日。ニューノーマルという言葉が広く



ホームページからバックナンバーがご覧になれます。
http://www.stc.or.jp/
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寄稿

斜面保全部の業務及び今後の展望
砂防部の業務及び今後の展望

報告

鋼製砂防構造物設計便覧改定のポイント
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