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森俊吸建設省砂肱部長に視[<

-‘’ 
森砂防部長と池谷顧問

7月6日、概算要求の時期でもあり 、またさまざま

な災害が起きている最中でもあり、たいへんお忙し

いなか、森俊勇建設省砂防部長に時間を割いていた

だき、砂防部としてどのように砂防事業を展開しよ

うとしているのか、さらにはこれからの砂防のあり

方など、全般にわたる費重なお話をお伺うことがで

きました。なお、聞き手は、池谷浩当センター願問

（前建設省砂防部長）です。

最近の自然災害の傾向

池谷 一昨B、東京で1時間に82ミリという史上2

番目の大雨が降りました。最近、雨の降り方

をみても凄い値が各地で出ています。火山活

動も活発ですし、地裳もいろんなところで起

きています。このような最近の自然災害の傾

向 ・状況から、まずお話いただけますか。

森 私の経験の中でも 、異常な雨の降り方が、

頻度高く出ている気がしています。

先般、あるテレピ番組を観ていましたら、

地球温暖化というテーマの中で、いろんな海

外の研究機関の分析結果などが紹介されてい

ました。その中で、温暖化にともなって現わ

れてくる現象として、積乱雲に代表される対

流雲が形成されやすくなっている、この竺は

重くて移動しにくい、移動しにくいからーカ

所にドーツと雨を降らせる現象が起こりやす

くなる、というような話をしていました。

また、将来の降雨現象の方向としては、北

海道方面は現状よりも雨が少なくなるだろ

う、日本のそれ以外の地域はむしろ多めにな

るだろう 、なかでも関東の南部は多めになる

だろう 、という予測を出していました。

都会部については、日本の研究者の話とし

て紹介されていまして、いわゆるヒートア イ

ランド現象との関連がありうるのではない

か、という分析をしていました。先日、都内
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に降った雨なども、そういう観点で議論でき

るのではないかと思います。砂防の観点でも

のを考えた時に、従来のような雨鐙の統計デ

ータにもとづく計画論を捨てるわけにはいか

ないとしても 、将来的には、従来の計画論に

かならずしもマッチしない現象が出てくると

いうことも頭に置きながら考えていかなけれ

ばいけないという気がします。

たとえば、砂防とは離れた話になりますけ

ど、下水道の分野で、公共下水道で雨水対策

をやっていますが、たぶん東京都の場合です

と時間雨醤50ミリというような考え方の中で

やっていると思います。では、時間雨量80ミ

リが起ったからすぐに80ミリに切り替えられ

るかといったら、それはできないわけです。

そうした時に、何をプラスアルファの施策と

して転換していかなければならないのかとい

うことを考えていかなければならない、と思

います。

話を砂防の世界に戻しますと、砂防ダムの

容塁規模を従来よりも2割増し、3割増しする

というような形でやろうと思えば、技術的に

はできないことはないわけです。しかし、ま

だ全体の2割しか対策が進んでいない現状の

中では、施設があっても避難体制をとっても

らうという餓論も必要になってくるのではな

いかと考えています。

池谷 ハー ドだけでは限界があるのではないかと

いう話が出ましたが、最近のデータを見てみ

ますと、全国の都道府県で土砂災害が発生し

ています。災害の件数も相当増えています。

そういうことを考えていくと 、ハード面でも、

ソフト面でも対策にとっては、むずかしい面

があるのではないかな、と思いますが。

森 私は、着任して以来、いろんなデータを見

せていただきましたが、土砂災害が全国にく

まなく発生しているという実態があります。

そういう状況の中で、先ほども申し上げま

したが、土砂災害対策の整備状況という観点

で見ると 、2割強というのが現在の指標にな

っています。そうなると、過去何十年間にわ

たってやってきて、ようやく 2割強というこ

とは、残りの8割弱をやるには、100年ぐらい

はかかるだろう、というような話になってき

ます。

そういう中で、今、テレビなどでも「土砂

災害にご注意ください」としきりに言われる

ようになってきました。これは、土砂災害と

いう現象が、自然災害の中でかなり目立って

きているという面もあります。

その原因としていろいろ言われています

が、ひとつは、市街化の拡大にともなう原因

があげられます。たと えば、危険箇所の調査

を数年単位でやっています。 5カ年の中で、

ある程度整備は進むわけですが、新しい危険

箇所として同じぐらいの数が増えているとい

う実態があるわけです。そういうことから、

なんらかの形で危険な場所には人が住まなく

するというようなコントロールをしていかな

いと、後追い的な施策と言われかねないわけ

です。

もうひとつは、人命が損なわれる率が高い

わけですから、せめて人命災害を防ぐために、

適切に逃げていただくことが大切になってき

ます。そのためにはどうしたらいいかという

施策が、必要になっていると思っています。

池谷 人命の話が出ましたが、とくに最近の傾阿

で災害弱者のことがよく言われていますが、

そのへんはいかがですか。

森 一昨年の福島県の災害などでも 、災害弱者

の施設が既存の市街地の外、どちらかといえ

ば山際に位置するケースが多いわけです。ゎ

れわれの観点からみれば、災害を受けやすい

場所に立地しているという実態があるわけで

す。

災害弱者の人たちは、人の助けを借りない

と避難できないわけですから、警戒避難とい

うことを考えた時に、そういうことがはたし

て適切なのだろうか、ということも考えてい

かなければならないと思っています。とくに

老人ホームとか、小学校とか、保育園などに

いる方々が悲惨な災害にあわないように、そ

ういう施設が立地する場所を考えてい くこと

が必要だと思っています。

国際的な土砂災害対策支援

池谷 「世界の砂防」と言われていますので、視

点を世界に向けた時に、ここ l、2年でも、ハ
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森砂防部長

リケーン ・ミッチのように一回の台風で200

ガ人規模の被害が簡単に出たり、またベネズ

エラでは降雨確率が1000分の1に近いような

雨が降ったという話を聞いています。

海外でも異常気象が起り 、それによって土

砂移動が起って、多 くの人が亡くなるという

悲惨な災害が発生しているのですが、こうい

う海外での土砂災害への日本の貢献という点

では、どのようにお考えでしょうか。

森 これもまた先般のテレビの中で報道されて

いたのですが、最近の20年間と、その前の20

年間の比較をした時に、大規模な洪水災害の

発生頻度を世界的に見ると 、3倍ぐらいに増

えているというデータを提示していました。

どういうところで線を引いてデータが出てい

るのか、詳しくは知らないのですが、そうい

う報道がなされています。

昨年のベネズエラの災害ですと、崩壊の面

積率が15％ぐらいだったという話です。昭和

49年とか51年の小豆島の災害などで見ます

と、10％以 ドです。このJ5％という数字は異

常だと思いますn それだけもの凄い雨が降っ

たということです。

ベネズエラでは6カ国によるコンペ方式の

調査が進んでいまして、その中でEl本はシミ

ュレーションを駆使した形で対策計画の提案

をしています。それがベネズエラの実際に担

当される部局に非常に高く評価されていまし

て、全体で50ぐらいの渓流が残っているわけ

ですが、それについても日本で調査をしてく

れないかという話も出ています。また、昨年

の災害を受けなかった地域に対しても、日本

の技術でぜひ計画を検討してほしいという強

い要望も出ています。人の派造要請も来てい

るわけですが、ペネズエラだけで考えるわけ

にはいかないという実態もあります。来年の

4月にはインドネシアで新しいプロジェクト

がスタートする予定で作業が進んでいます

し、ネバールの新しいプロジェクトもようや

< Vち 卜がって順調に動き出したところで

す。また、フィリピンにも河川と砂防のプロ

ジェクトが立ち上がっています。

途上国と土砂災害という観点で見た場合、

貧しい途上国に追いうちをかけるような土砂

災害の発生という実態を踏まえ、途上国がテ

イクオフするための最低限の議論として土砂

災害に対する対策が、相当強く希望されてい

ます。

われわれとしては、いろんな制約があるよ

うですが、最大限、ご要望に答えられるよう
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に日本の砂防技術を展開させていきたいと思

っています。

有珠山、三宅島、神津島でのいち早い対策

池谷 最近の日本の話題に戻りますが、今日的話

題で皆さんが気にされている有珠山、三宅島、

神津島の話をお柑］かせいただけますか。

森 これはいろんな報道がされていますので、

ご存知のことだと思いますが、有珠山の咬火

活動にしても 、三宅島の噴火活動にしても、

いろんなデータが観7.Jlljされていて、それによ

って事前の避難が適切にうま くできたいい事

例だったと思っています。

さらに、この2つの火山については、人命

災害がありませんでした。砂防の観点からの

談論で申し上げますと 、有珠山については、

われわれ建設本省としても、雲仙 ・普賢岳の

時に技術開発された無人化施工技術で緊急対

策をやるべきだということで、いち早く閑係

の会社にも協力を求めて、いろんなところに

ちらばっていた機械を早々と集結していただ

きました。

郵政省にも特別なご配慮いただき、遠距離

届く電波の許可をいただいて、それにもとづ

いて素早く対応させていただいているつもり

です。おかげさまで、今のところ、地元のほ

うから土砂災害対策に対するクレームはゼロ

です。

三宅島については、一時期どうなるのかな

と思ったのですが、幸いにして地表面からの

唄火活動がなかったわけで、と りあえず胸を

なでおろしている状況です。ところが一息し

たとたんに、今度は神津島で霙度6弱という

地震が起きました。最初、「これは危ないな」

ということで、職員を即、本省に出勤させて

情報収集にあたらせましたが、現在、土木研

究所も含めた現地の調査が終わりまして、

100カ所ぐらいの崩壊が見られるという報告

を受けています。

そういう中で、神津島の主たる集落を流れ

ている神津沢その他の土石流危険渓流でも 、

流域肉崩壊土砂が渓床まで到達して堆積して

いるという状況が確懃されています。台風3

号が発生して、この土曜日にも本土に接近す

るかという状況のなかで、神経をとがらせて

いるというところです。すでに肇戒避難のた

めの雨枇の設定も、土木研究所等の調査結果

を踏まえて、東京都もしくは神津村に対して

指禅できる状態になっています。

21世紀の課題

池谷 異常気象、それから社会条件で言うと少子・

高齢化とか、都市化の議論が顕著化してきま

した。 21世紀に向かって土砂災害の視点から

の課題についてお話いただければと思いま

す。

森 21世紀に向けてということになると、やは

り地球温暖化に対応した土砂災害対策面から

の工夫を相当考えていかなければならない、

と思っています。

それと、ハード面の対策は、自然現象を相

手にした時にやはり限界があります。そうい

うことを前提に置きながら、少なくとも人命

災害はなくすような形で、ソフト面の施策を

強力に推進したい。

しかし、従来何十年にもわたってソフト面

の施策をいろんな観点から取り組んできたに

もかかわらず、警戒避難が適切にとられてい

る場所もあるのですが、全般的に見ると、自

分のものとして、もしくは自分の命を守るた

めの施策として、かならずしも全国くまなく

浸透しているという状態ではないわけです。

ですから、そのへんをいかに広報啓発活動と

いうか、国民の方々にご理解いただくのかと

いう部分にもかなり力を入れる必要があると

思っています。土砂災害は、経験しにくい災

害現象ですから、また経験 した時には死んで

いるということもありうるわけですから、土

砂災害の恐さを引き続き広報していかなけれ

ばいけない、と思っています。

その一方で、引き続き予算を獲得してハー

ド面の施策を推進しなければいけないわけで

す。 4年前にオーストリアに行った時に、む

こうの農林省の砂防部長さんと、当時の砂防

部長さんとの会談をさせていただきました。

私は立ち会っていろいろとお話を聞いていた

のですが、「予算の獲得のためにオーストリ

アではどういう工夫をしていますか」という

4
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質問に対して、オーストリアのほうの答えは

2つありました。

ひとつは、災害があった時に施設の効果が

あったものに対して、こ ういう施設をつくる

とこれだけの効果があるということを積極的

にPRするようにしているということです。

もうひとつは、災害が起ってから対策をする

よりは、災害が起こる前に対策したほうが金

額的に安いということを説明しているのだと

言われました。後者のほうは、日本でも前か

ら言っている話ですし、日本と似たようなこ

とをやっているなと思ったわけです。

その一方、災害があった時に、施設の効果

がどのようにあったのかという面の PRが、

自分自身の感覚で申し上げると、まだ不足し

ているかなという気がしていまして、今後は、

そのような面も積極的に PRしながら、予算

の獲得という観点からも取り組んでいきたい

と思っています。

それから少子高齢化という観点からします

と、今、全国的に各地域の消防団、水防団と

いうものがほとんど崩壊しつつあると言いま

すか、実質的にそれを担う人がサラリ ーマン

化してしまっているという実態があります。

そういう点で、河川の関係では地元の企業に

そういう役割を担っていただくという議論も

今しつつあるところです。

そういう観点で見ますと、 市町村が地元の

人の音戒避難活動をした時に、市町村の肱貝

だけでは当然、限界があるわけで、従来であ

れば消防団、水防団にいろんな観点からお願

いしてきました。今の世の中は、消防署とか

警察に頼れるのだろうかという現実がありま

すし、結局はそれぞれの個人にご判断いただ

けなければならないという面も必要な気がし

ます。したがって、それぞれの地域の実態を

よく踏まえた形で、画ー的な施策ではなくて、

それぞれの地域に応じたいろんな施策の展開

も必要になってくると思います。

池谷 消防団とか水防団の話が出ましたが、中山

間地域に行きますと、地域全体が高齢化して

しまっています。お年寄りだけで「逃げろ」

とか「誰か助けに行け」と言っても、避難そ

のものが難しくなっています。若い人も含め

た人材育成というか、そういうグループをつ

くったりする応援団が、仕組みとして要るの

ではないかという気がします。

町なかは、企業もあるし、若い人もいるか

らなんとでもできるのです。しかし、中山間

地のお年寄りばかりの集落では、これからよ

り高齢化が進み、いざという時に逃げられな

くなる。そんな議論も、場所によっては、こ

れからやっていかないといけないのかなと思

います。

それではこのような課題を踏まえながら、

これからどういう対応をしていくのか、新た

な対応という視点から少しお話をしていただ

ければありがたいと思います。

森 これも自分なりの短い経験の中で申し上げ

ますと 、調査技術のレベルアップが必要にな

ってくると思っています。と言いますのは、

「新法」ができたことにともなって、地元に

危険な区域を明示していくということになっ

た時に、「なぜ、あっちのところをやって、

俺のところをやっていないのだ」「なぜ、あ

ちらが先にやられているのだ」という議論が

出やすくなると思うからです。

そうなると、一時期いろいろと議論された

施工優先順位（プライオリティ）の譲論を、

役所の中だけではなくて、地元の方に納得い

ただけるような仕組みとしてきちんとつくり

上げていかなければなりません。技術的な観

点からの事業優先度、それから崩壊土石流等

の危険性の度合いについてのチェックといい

ますか、指標を明確にしていく必要がありま

す。そのためには、たぶん地表面からだけの

議論だけでは、おのずと限界が出てくるわけ

で、そうなった時には、今度は地下構造に対

していかに安価でスピーデイーに調査できる

かという部分も、できるかどうかは別として、

期待したいところがあります。

もうひとつは、今回の有珠山の唄火対策に

おいて、立ち上がりまでちょっと時間がかか

る、と無人化施工による緊急対策の後でも感

じたのです5それは電波の許認可の関係も含

めた議論ではありますが、もう少しスピーデ

イーにできるような仕組みをつくつていきた

いと思っています。
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池谷顧悶

さらには、現場の事故によって亡くなる方

が相変らずいらっしゃるわけです。人命を守

るための仕事をやっていただく中で人の命が

失われるというのは、私の立場からすると非

常に厳しい観点で考えています。そういう恐

れのある場所については、無人化の技術をも

っと応用してもいいのではないかという気が

しています。

そういう観点からの無人化施工技術の汎用

化の議論も、これから活発にやっていくべき

だと思っています。

若干視点が変わりますが、もうひとつは、

公共事業が、皆さんの言葉の表現の中では、

国民に対する公共サービスの提供という概念

に変わってきていると思います。そういう中

では、いわゆるアウトカム指標というものが、

国民に対して説明する手段として注目されつ

つあるわけです。われわれとしても、そうい

う観点からアウトカム指標というものをどう

いう形で設定し、データとして国民に示して

いくのかというのも、これから必要になって

くると思います。

そういうものは、たぶん今まであまり勉強

していなくて、土石流危険渓流が何渓流で、

がけ崩れ危険箇所が何箇所というようにして

整備率で語ってきました。これは行政的な指

標にはなると思いますが、国民に対してはち

よっとわかりづらい。国民がどういうサーピ

スを享受できるのかという側面を、もう少し

うまく説明していきたいと思っています。し

かし、われわれだけでは限界がありますので、

いろんな観点からアドバイスをいただけた

ら、と思っているわけです。

新法 「土砂災害防止法」について

池谷 先ほどおっしゃった、災害に対する施設の

効果は、アウトカムのひとつになりえますね。

さて、新法のお話がでましたが来年から施

行される新法「土砂災害防止法」については

いかがですか。

森 わが国でも、おかげさまで新しい土砂災害

防止法というソフト面の法律が今年4月成立

しました。。 4年前にオーストリアに行ってい

ろいろと開いてみましたら、オーストリアは

25年ぐらい前から法律の中に明確に位置づけ

て危険箇所設定作業をしてきている、という

ことでした。それからスイスは10年ほど前か

ら、やはり法律を改正して危険箇所設定して

きている、といいます。オーストリアもスイ

スも 、イエローゾーンとレッドゾーンという
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仕組みなのですが、レッドゾーンのところは

居住禁止という形を原則的にとっていらっし

ゃるようで、その中に住む人間の家の構造

云々というような仕組みではあまり考えてい

らっしゃらないようです。

ところが現実には、現在住んでいる方を完

全に区域外に移転させるというところまでは

できていないのです。それで4年前のお話で

も、今後、衝繋力のことを加味した住民に対

する啓発活動が必要ではないかと思ってお

り、それにあたっては、日本とも 一緒に議論

をしていきたいというお話もありました。そ

ういう観点で見ますと、今、わが国において

「新法」がらみで先進的に取り組んでいるよ

うな気がします。

ソフト面のほうは、具体的にどのような作

業をして、どういう形で公示していくのかと

いう内容が、まだ検討中なのですが、中間的

な話を聞くと、シミュレーションをして、地

元に対してもご理解いただくということも必

要になる場合が出てきそうな気がします。で

きるだけ個人差が出ないような方針を砂防学

会にも最終的にお決めいただいて、それらの

方針のもとにできるだけ早く全国的に区域設

定をしていきたいと思います。

また、この「新法」の話とは離れるかもし

れませんが、事業の効果という観点から見た

場合に、施設のス トックとしての効果だけの

議論だけではなくて、施設整備にともなうフ

ローの効果も当然あるわけです。たとえば、

長野県の白馬村における状況を見ても、あれ

だけ昔の白馬と今の白馬が変わってきた背景

には、やはり砂防上事による地域の安定化と

いうものが大きく寄与しているわけですか

ら、国民に対する砂防事業の効果の中でもフ

ローの効果というものを積極的にご説明して

いくべきだ、と考えています。

それと 、警戒避難の関係で言いますと、今

回の 「新法」によって警戒避難体制の整備を

していただく 、そしてそれを地域防災計画案

の中に明確に杏いていただくことになりま

す。それも 、「書いていただく」で終わるの

ではなくて、それに行動がともなわなければ

ならないわけです。その時に、今やっている

雨量をもとにした誉戒避難システムだけで本

当に逃げてくれるのかという点が気になると

ころです。

何をもとにして避難を決断されたのかとい

うことについてのアンケート調資などを見ま

すと、かならずしも役場からのご指示があっ

たとか、消防団からア ドバイスがあったとい

うわけではなくて、やはり個人個人のご判断、

もしくは地域の自治会などで過去に災害を経

験した人などのアドバイスや決断があって行

動されているケースが多 くあるわけです。

雨と洪水という現象と、雨と土砂災害とい

う現象を比較すると、雨が降れば川が増水す

るということで、明らかな関連性といいます

か、直接的なつながりが日で見えるわけです

が、土砂災害の場合は大雨が降っても何も起

こらないケースもありますし、逆に長雨の後

でちょっと雨が降っただけで、とつぜん現象

が出るということもあるわけです。ですから、

いかに的確に人命を保全するかという観点か

ら警戒避難体制をとっていただけるような方

向に誘導することを、プラスアルファの施策

として必要なのかな、と思っているわけです。

池谷 おっしゃるとおりだと思います。新法のき

っかけとなった昨年の広島災害でも 、ある時

まではずっと JOミリ以下の雨が降って、突然

時間雨最70ミリという雨が来ました。そこで

災害が出てしまう。 5ミリ 、10ミリでは、た

ぶん避難しようという気持ちは起こらないと

思います。そこに70ミリが来てしまうと、今

度は凄すぎて避難できない。このような異常

な雨の降り方が全国各地で簡単に出るという

ことを考えると、短時間雨量予測などを使い

ながら、何時間後にどんな雨が来るのかとい

うところまで考えながらやらないと避難がで

きない。ましてお年寄りのような災書弱者は、

逃げきれないのではないか、と一番気になる

ところです。

森 とくに中間山部のように個々の家が山に点

在しているところを想定しますと、家をまわ

っているうちに1時間、2時間がすぐにたって

しまう。お年寄りですから、逃げるといって

も、自分で出られないですからね。ですから

大雨の時に、ほんとに避難行動に移れるのか
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ということが、非常に心配になるわけです。

可能であれば、台風が来そうだという時に

は、前の日にお年寄りを温泉に集めていただ

いて、「一晩温泉につかってゆっくりしてく

ださい」というようにして、そして何もなけ

れば、「よかったな」 とみんな喜んでくれる

ような、そういう警戒避難がとれればいいの

ですけど。大雨の最中に逃げろと言っても 、

それは難しいのかなという気がしますから

ね。

池谷 今、おっしゃったことは、非常に重要なこ

とだと思います。行政は住民に情報を流すよ

うにする。一方受け手側の住民はたとえば避

難して何もなければ「よかった」という気持

ちをもつようないわゆる役割を分担し、自分

の命は自分で守るという思想をもたないと、

今のお話のように、前の日に温泉には行けな

いですね。

そういうことを考えると、やはり新たな施

策の中に、土砂災害とはどういうものか、そ

して、一瞬にして家庭を破壊し、場合によっ

ては市町村などの行政単位までなくなってし

まうような例もあって、恐いもの、そして悲

惨なもの、起こってからでは遅いのだという

PRを、もうちょっと一般の方にわかりやす

い言葉でしていくことが必要なのではないで

しょうか。「土石流とは何か」をまだ知らな

い人が多いのではないかと思います。そうい

う人に 「逃げろ」と言っても、現実にはなか

なか逃げてくれないのかなという意味では、

広報という視点をもう少し強く打ち出されて

もいいのかなと感じるのですが、いかがです

か。

森 その通りですね。昭和58年から「土砂災害

防止月間」が設けられて、積極的な PR活動

を全国的にやっていただいているわけです

が、まだ「土石流とは何ぞや」ということを

知らない人のほうが多いと思います。アンケ

ート調査などを見ますと、そういう地域に住

んでいる方の中でも半数以上知らないという

ようなお話ですから、やはり現象そのものの

恐さというものを、もっと PRしていくとい

うことも必要だと感じています。単なるイペ

ントで人を集めているという形ではなくて、

本来の目的をもっと明確にして啓発活動に取

り組んでいく必要があるのかなと思っていま

す。

国土交通省の中での砂防部の役割

池谷 最後になりますが、来年の1月6日、いよい

よ建設省がなくなります。国土交通省という

新しい省庁になるわけです。現在、来年の予

符要求を進められている最中だと思います

が、お話していただける範囲で結構なのです

が、来年への砂防部の取り組みの方向、そし

て1月からスタートする国土交通省というと

ころで、砂防部はどのような新たな役割を担

っていくのか、そのへんについて部長の抱負

を含めてお伺いできればと思います。

森 平成13年度に向けた概算要求の中味は、議

論を積極的にやっている最中でありますが、

ひとつは有珠山もしくは三宅島等の明火活動

を踏まえて、砂防部としては、わが国の中の

少なくとも28の火山について、ハザードマッ

プを地元に対して明確にお示ししていくべき

だろうという考え方を持っています。

過去において、途中まで実際に作業したも

のの、地域に受け入れられなくて、行政の中

だけで止まっているものもあるようです。で

すから、そういうものは、今回の状況を踏ま

えて、世に示して日の光を当てていくべきで

はないか、と思っています。つ くつていない

ところがあれば、それについても至急つくつ

て、地域に対して公表していきたいと思いま

す。

それからもうひとつは、ご存知のとおり国

の財政状況が厳しいわけですが、都道府県も

相当財政状況が厳しくなっています。そうい

う中で災害が起った後の対策は、相当な経費

を要するわけです。そういう面について、国

としてもう少し手厚い対策がとれないかとい

うことを考えています。具体的に申し上げま

すと、有珠山のような現象が起った後、今は

まだ本格的な対策まで取り組まれていません

けども、当然、火山活動がおさまってくれば

地域の再生に向けた動きの中で砂防事業とい

うものがペースとして位置づけられてくると

思います，その中で集中的にやるためには、
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やはり相当な裏負担を一時的に余儀なくされ

るということで、そこについて国としての今

一歩手厚い対策がとれないかなということを

提案していきたいと思います。

それから、昨年の6月29日に大災害を受け

た広島についてです。先般、被災地を見てき

たのですが、ものすごく市街化が進んでいる

地域です。災害現象が起った場所以外でも 、

対策をしなければいけない場所が相当多いよ

うでありますので、当面とりあえずの対策は

県レベルでやっていただきますが、今後のこ

とを考えて、短期集中型として直轄事業とし

ても取り組めないかということも、今、譲論

を始めているところです。

もうひとつは、吉野川の流域に早明補ダム

がありますが、その上流域でかなり大規模な

地すべり現象があります。これについても、

なんとか直轄で取り組めないか、と地元から

強い要望が来ています。それについてもでき

れば前向きに取り組んでいきたいと思ってい

ます。

それから「新法」のからみで言いますと 、

個人の住宅の関連について何か必要なものが

ないか、といろいろ勉強してみたのですが、

住宅局で税制などの面でいろんな手厚い施策

がありました。ただ、「こういうものがあっ

たほうがいい」という施策がもう少し明確に

見いだせれば、地域の方のいろんな行動にう

まくつながるような形で施策面の展開をして

いきたいと思っています。

それから、国土交通省ということになって

いくことについて、すでに省杓で国土交通政

策のピジョンというものが議論されていま

す。その中には甚本的な目標がいくつか設定

されていまして、第1が「安全の確保」で、2

番目が 「環境の保全と創造」です。3番目が

「豊かで1央適な国民生活の実現」でして、こ

の中には、当然、少子裔齢化社会を想定 して、

あらゆるライフステージを通じてということ

になっているわけです。 4つ目が「活力ある

経済社会の維持発展」ですし、最後が「個性

盟かで魅力ある自立した地域の形成」という

ような骨組みで、今、ピジョ ンの具体的な内

容が整理されつつあるところです。

こういう中で、第一に 「安全の確保」が位

置づけられているわけですから、わが砂防部

としては固民の生命財産の保全という観点か

ら、施策の殺極的な展開をしていきたいと思

っていますし、その他の目標設定の中でも 、

われわれなりの仕事のやり方の中で、新しい

時代に向けたいろんな工夫もできていくと思

っています。

そのように見ますと 、国土の管理というも

のが、国土交通省の中でも重要な柱として、

出て くるような気がします。砂防の世界で具

体的に考えますと 、いわゆる総合的な土砂管

理という面に対して、砂防部に海岸室が移っ

てこられるわけですから、海岸サイドでどう

いう部分で一番困っているのか、それに対し

てわが砂防部と して、どういう手当、もしく

は対応が可能なのかということもいろいろと

勉強して、来年度には間に合わないかもしれ

ませんが、遅くとも 14年度の施策に芽出しを

できないかなと考えているところです。

池谷 おっしゃるように、まさに山の上から海ま

で、「水系一貫として」という従来言葉で言

われていたことが、今度は現実に砂防部で土

砂という問題のすべてを管理できる立場にな

ります。だから、土砂の管理という 視点では、

国土交通省の中での砂防部の大きな役割とし

て、みんな期待していると思います。

まだまだお話を開きたいことがあるのです

が、時間の関係もありますのでこのへんで終

わりにしたいと思います。公共事業がいろい

ろな批判をうけているわけですが、砂防は防

災という人の命にかかわるものですから、21

世紀に要らない事業ではない。むしろ、もっ

ともっとアイデアを出しながら、地域の環境

に調和した安全の確保、人の命の確保が必要

とされていると思います。そういう意味で、

砂防部のますますのご発展と部長さんのご活

躍を期待するとともに、技術面でわれわれ砂

防 ・地すべり技術センタ ーもお手伝いして行

きたいと思っております

今日はどうも長い間どうもありがとうござ

いました。
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゜ 21世紀を迎えるにあたって
～若手砂防職員に語る～

松下忠洋先生は、この度の衆談院談員選挙におい

て見事当選をはたされ、現在、国家基本政策委員会

委貝等の重戦を担っておられます。 7月17日には、

そのご多忙なお時間をさいていただき 、当センタ ー

の若手職員を中心にしてお話をしていただく機会を

得ました。ここにその内容を記し、当セ ンターの今

後の指針とすると共に砂防関係者の参考に供される

ことを期待するものです。

今年はちょうど2000年です。ミレニアムというこ

とで、1000年ごとの区切りになっています。そこで、

21世紀にどういう時代を作っていくべきかというこ

とが話題になっています。この20世紀にどのような

ことが起こったかを勉強し、検証していくと、21世

紀に何をすべきかの答えが出てくると思います。

まず、1901年には、ノ ーベル賞ができて、赤十字

を創立したデュナンやレン トゲンなど6人が第1回の

受買をしています。日本では、190]年は明治34年で、

昭和夭皇が生まれた年です。ですから、昭和天皇の

時代と20世紀の日本が重なります。また、1903年に

ライト兄弟がはじめて空を飛んでいます。それから

1905年にアインシュタ インが原子カエネルギーにつ

ながる相対性理論を完成させ、19」1年にアムンゼン

が南極点に到滸しました。日本では1904年の明治37

年に日露戦争開戦で、1910年の明治43年に韓国の併

合です。

年表はこれくらいにしますが、このように歴史を

みてみると、20世紀というのは、医学や科学技術が

非常に進歩した時代であったことがわかります。そ

れが、原子爆弾や造伝子の組み換え、あるいはクロ

ーンの技術まで発達してきています。 一方、進歩し

た科学 ・医学技術を背景にして、列強が植民地政策

をとって弱い国々を傘ドに入れていって、大戦争が

あった時代でもあります。それが前半分で、後の半

分がそこから世界が立ち直っていく時代です。それ

によって開発も進んで、経済も翡かになってきまし

たが、その反面、開発によって自然を痛めつけて、

いろんな予期しない災害が発生し、公害などで人類

が苦しむことになってきました。
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そういうところに気がついて、「それではいけな

い。自然を大事にして、生態系を大事にしなければ

いけないし、人間の遺伝子構造までわかってきてい

るのだから、そういうものの使い方をきちんとして

いかなければいけない」といういうところまできた

わけです。 20世紀をこのように検証して、21世紀に

何をするか。まず、もう戦争は起こさないというこ

とが大前提にあることと 、科学技術や医学を間違っ

て使ってはいけない、正しく使わなければいけない

ということです。それともうひとつは、戦後復興も

含めて、日本も開発をしてきて、自然を痛めつけて

きて、公害の問題も含めていろんなことが起きてき

ました。それに対して、自然の復元とか、自然環境

を大事にするとか、生態系をきちんと元に戻してい

＜努力をしなければならないわけです。また、経済

の損得だけで考えて、開発や発展に血道をあげてき

たところがあるから、親子の絆や家庭の絆という人

間として生きていく基本的なところを取り戻してい

くことをしつかりしていかなければいけないと思い

ます。

戦争に明け姪れ、科学技術の開発に明け硲れ、戦

後の復興に明け硲れ、いろんな開発を進めてきたこ

とで、文芸、音楽、絵画を国民のレベルで楽しんで

いくという「文芸復奥」がなおざりにされてきまし

た。そういう本当の農かさ、 心のリズムを取り戻し

ていくものが21世紀にないと、こんなに忙しく走り

っぱなしで、物を作りつばなしで、物を作っていく

ことで繁栄をしてきたという時代に「さよなら」を



していかないといけない。

さらには、戦後50年間やってきた官庁の役割、予

算の配分や仕組みも含めて、もっと新しいものに組み

替えていくようにしていかなければいけないのです。

私は、政治の世界に入ってみて、役所や官僚の縄

張り争いになっていくと、方向を見失うことがある

のではないかと心配をしています。今度の「そごう」

の決断は政治がしたけれど、役人の決断はどこかで

国家的視点が欠けているし、国民の感覚からかけ離

れていて世論を形成していないところがあるので、

そこのところの謙虚さと判断を間違わないような感

党を養成していくということが大事です。

政治の弱さもあります。役人の作ったものにイエ

スマンみたいに乗っていくようなのが主流になっ

て、硬骨漢で役人と喧嘩をしていくとなかなか主流

になれないというところがあるわけです。議院内閣

制というのは、国民が衆議院議員を選んで、その国

会で総理大臣を選んで、内閣を形成して、その方針

に従って官僚が仕事をしていくという仕組みになる

わけです。ところが、国会談貝のほうはどんどん入

れ替わり 、官僚は連綿とした組織を持っている。そ

うすると、政治は役人に乗っかっただけになる。そ

れでほんとうにいい政治になるのかという根本の議

論を常にしています。

もちろん、政治のほうの勉強が足りないところも

あります。これから21世紀、そういうところを省庁

再編の中でどう政治の力関係が官僚との間で動いて

いくのか。副大臣制をしいたり、政務官を入れたり

するけれど、その働きがどうなるのか。今、注目し

ているところです。

省庁再編- 器の議論と根本の議論

今、総理大臣を含めて大臣が23人います。内閣官

房を含めて23の組織があるということです。これを

l府12省に作り替えることが決まり、それが来年のI

月1日から出発することになりました。 1府12省を決

めるまでの過程はいろいろありました。マスコミな

どが取り上げて然心に報道したのは、現在ある23省

庁のどことどこを統合して、どことどこを分離して、

どういう組織体にするかという、いわば「器作り」

でした。

しかし、「現在の制度の中で困っていて、新しい

組織の中で生かしていかなければいけないことは何

゜か」という議論をしたときに、 一番問題だったのは、

「どこが日本国の政策、同の方針を決定するのか。

予葬の張り付け、予尊の裏付けも含めて、どこの省

庁が、どの機関が国の在り様を決めていくのか」と

いうことでした。それが、今、ないのです。内閣官

房や総理府はどういう役割をはたしているのかが明

確になっていないのです。大蔵省がお金を持ってい

て、そのため大蔵省主計局が実質的に指禅している

という、それでいいのだろうかという議論があった

のです。ですから、今度作る新しい省庁は、そうい

う国家の政策、国家の方針、国のあるべき姿、経済

政策の長期政策というものを決めるような内閣府を

きちんと作ったわけです。科学技術閾係も、先端医

療も、火山の問題とか防災などを含めた長期政策、

そして国家の在り様を決めていく組織をしっかり位

置づけるべきだということを我々は主張してきたわ

けです。内閣府と内閣官房を、そういったヘッドク

ォーターにしようとしたのです。

それで、大蔵省をどうするかということになって、

金融関係を扱うのは、大蔵省の財政問題とは切り離

して別にしようということで、金融庁を作りました。

そして従来の大蔵省は財務省と名前を変えて（英語

の名はミニストリ ー ・オプ ・ファイナンスで変わり

ませんが）、今までは各省庁のいろんな意見や要請

を聞きながら、固家はこうあるべきだということを

一応は議論していたはずですが、新しい財務省には

そういう権限は持たせないで、予鉢の配分をしてい

くということにしたわけです。今、権限争いをして

いますけどもね。

あとの各省庁は、それぞれ付けたり離したり、い

ろいろと議論がありましたが、そういう器の議論が

大変にぎやかに行われました。砂防部も国土交通省

の河川局の中に海岸を入れてスタートしようという

ことになりました。

技術者を適材還所に登用して新組織に活力

次にどういう人材を配置して、組織としての機能

を活性化させるのかということがあります。基本的

には、「技術者は黙々と研究さえしておればいい」と

いうのではなく、その内容によっては局長、次官とい

うところも含めたトップの管理職にも、技術者を登

用していくというようになりましたし、女性の登用や

学歴によらない適材適所に配置するようにしたのです。
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し゚かし、それまでの過程では、技術者をどう扱う

かということで大変な議論がありました。最初は、

中央省庁再編の改革会議本部が総理府の中に設けら

れて、各省庁から選り抜きの事務官が入って、人材

配置の原案を作り ました。その原案は、技術者は技

術の特性を生かして、その技術の分野で成果を出し

ていくのであって、省庁の運営に参加するようなと

ころには入らないという砂き方になっていたので

す。そのため、私たちは2年ぐらいかかって大きな

堕嘩をしてきたわけです。机を一つ与えてその研究

成果を求める、しかしその成果を生かしていくのは、

官僚組織の中に入っている事務方の人たちだという

ことになっていました。「そういうことで2H世紀の

新しい省庁再編の中で、ほんとうに人材を生かして

いくことができるのか」ということで、我々が動き

出したわけです。

国会譲員は、衆議院、参議院を合わせて今、730

人ほどいます。その中で、私は、技術者出身者を

140名ぐらい結集し、中山太郎さんを会長にして自

見庄三郎さんや松岡利勝さんなどと一緒になって議

貝連盟を作りました。また、山崎拓さんを自民党科

学技術創造立国委員会の会長として、建設省をはじ

め全省庁の技術者のトップの人たちとも連携をとり

ながら動いてきました。そして、最初の文書を全部

破棄して作り変えたのです。

これからの時代は、科学技術に裏づけられた組織

を作って、責任ある行政をしていかなければならな

い。ですから、特定の大学を出て特定のコースを出

た人たちが中央省庁の中で特定の地位を持って支配

してい〈というやり方ではなくて、女性も積極的に

登用して、学歴によらない実力による登用、そして

技術者であることによって不当な待遇を受けること

のないようにする、ということを基本法の中にきち

んと書き込んだのです。とくに女性の場合は、出産

したあと仕事に戻り再挑戦をする機会を与えるとい

うことで、森山真弓さんなども入って、勉強会をし

てきました。そういう闘いの中で、技術者の地位を

省庁再編の中にきちんとしておくことになったわけ

です。各省庁が、多様な人材の登用を行い、組織の

活力をあげていくという仕組みを作ったのです。

流域の上流から海岸まで土砂コン トロールする砂防

私たちは、大学では海岸砂防の勉強をするのです
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が、建設省に入ると、砂防法による砂防事業ですか

ら、「治水上砂防のため」ということになって治水

上の効果が求められます。河床の低下など治水上の

安全度を高めるために砂防事業をやるわけで、さら

にその効果を下流のほうの経済社会効果等を高めて

いくということが求められてくるわけです。

そうなってきますと、海岸の砂の維持とか、河口

のところでやる事業は、砂防法の中では治水上砂防

のための砂防ではないという解釈をしていたと思い

ます。そういうところに踏み込んで、これからは海

岸の維持管理まできちんと責任を持つ土砂コントロ

ールの仕事でなければならないのです。そのために

必要であれば、砂防法も変え、昭和51年に作った河

川砂防技術墓準も作り変えるべきです。

今度、海岸法も改正しました。経済効果だけで判

断する海岸事業をするのではなく 、環境という問題

を入れて、海亀が玉子を産みに来る目的のためだけ

に、白砂腎松の海岸を維持すべきだということで海

岸事業ができるように法律を変えま した。そして、

私は当時、農林水産省の政務次官をしていましたの

で、林野庁も含めて各省庁を全部集めて、この法律

を実行するときは、海岸線の白砂青松のための仕事

は建設省がするというように作りあげました。そう

いう面で縄張り争いは出てこないはずです。

いずれにしても、これからは流域の上流から河口

まで、砂防部が砂防事業として土砂の流出あるいは

防止について、責任を持って管理していかなくては

いけません。つまり、害を与える土砂は止めなけれ

ばいけないけれども、通常の害を与えない土砂はし

っかりと海まで流していく ような土砂のコントロー

ルを行う仕事をしていくべきだと思っています。

たとえば、薩摩半島の私の選挙区には長い海岸線

がありまして、吹上浜という日本の三大砂丘と言っ

でも過言ではないくらい美しい海岸線があったので

すが、今は3メートルか4メートルぐらいの砂浜しか

なくなってきています。これは砂防だけのことでは

ありません。海岸の砂を取っていったり、あるいは

沈下したりということがありますので総合的な原因

によるのでしょうけれど、そういう現象を見るにつ

け、「上からの土砂もしっかり供給してやらないと

いけないな」と、切に思っておりました。

とくに林野庁との関係が問題でして、鹿児島の吹

上浜ですと、100キロメートルぐらいのうちの3分の



2は林野庁が持っています。防潮林がありますが、

そういう防潮林のための仕事は、林野庁全体で約20

憶円しかないにもかかわらず、「うちの縄張りだか

ら」ということで十分な対応ができないまま海岸浸

食がどんどん起っている。沖合で何かをしなければ

いけないのに、沖合ですることもできない。そこで

林野庁と話し合いをして海岸線の維持に必要な沖合

の工事は建設省がすべて責任を持つということで、

トップ同士で署名しました。

皆さん方の仕事の中味も、砂防と海岸と治LIJとい

うことでいろいろ各省庁の縄張りがありますけれど

も、できるだけそれを打ち払って、一つの地域につ

いて一つの仕事の中でやりたいと思っています。

今度の新しい組織では、砂防部の中に海岸関係の

部署も一緒になって仕事をすることになったわけで

す。せっかく一緒になるわけですから、海岸事業と

砂防事業、地すべり 、急頌斜を合わせた事業、土砂

災害防止法も含めて上手にすすめてもらいたいと望

んでいます。

それから、気象庁とも同じ省庁になるわけです。

気象庁の情報は、国民が一般的に知るうえでの情報

ですが、もう少し専門的な河川情報になってくると 、

河JII局が自分たちで賓任を持ってやらなければいけ

ないのではないかと 、私は思います。利根川や荒JII 

などの洪水予警報のときは、建設省の中の関東地建

が本部になって、気象庁とも一緒に特別の体制を組

みます。それは法律で決めてあります。そういうよ

うに総合防災の法律事項として、土石流対策などの

予警報の仕組を、地すべりも含めてきめ細かにやれ

ればと思っている。

もうひとつ皆さん方に土石流のことで申しあげた

いことがあります。

゜昭和50年、青森県の岩木山で22人が亡 くなった土

石流災害がありました。 これは裁判になりました。

そのとき 、私は建設省の砂防課の専門官をしていま

して、「なぜ土石流が発生するのか。その予知 ・予

見はどういう現状にあるのか。砂防法の中で土石流

対策というのはどういう意味を持っているのか」 と

いったことを証言しました。今読み返してみて、自

分でも大変いい証言をしていると思っているのです

が、土石流対策事業という仕事は、砂防法の「治水

上砂防」ということでは読みづらく直接人命を守る

という幅広い治水として対応しています。

私たちは、事業の目的が何かということを、常に

原点にしていなければいけない。しかし、それは時

代とともに変わってきています。砂防法を作ったと

きの議論を見ていると、淀川の水源防砂法のように

舟運などを考えた流域の砂防そのものです。このよ

うな議論が根本にあるのは当然ですが、時代に合っ

た取り組みが出てこなければならないのです。 100

年もある法律は立派だけれども、土石流ひとつとっ

ても 、いろんな補助率の助成の割合なども含めて、

中身が多様化して変わってきています。 そういう意

味で、法律の改正に取り組むなら取り組む、直轄砂

防がもう意味がなくなってきているのであれば、直

轄砂防の存在意義を別に見出していく。そういうこ

とをしっかりやっていく ことが必要だと思うし、役

割が終わったところは、県に引き継いでいく必要が

ある。

広島の災害や鹿児島などゲリラ的な豪雨で1時間

130ミリなんかも平気で降ってしまうわけです。あ

れだけ降ればおかしな ことがどこでも起こるけれ

ど、しかし同じところで起こっているわけです。同

じところに同じような現象が起こるわしナだから、そ

ういうところを もっと本当に解消していくことをし

ていかなくてはならないと思っています。

土砂災害防止法—ますます責任重大

去年の6月29、30日に広島で災害がありました。

私は塁林水産省の政務次官をしていました。当時の

関谷建設大臣と一緒にヘリ コプターに乗って現地に

行って調査をして焙ってきました。総理官邸に7月1

日に行きまして、小渕総理と野中官房長官に報告を

したわけです。そのとき 、「こういう災害がいつも

起っているじゃないか。航空写真で見れば土石流の
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通゚路に家が立っている。これは松下君、君も、砂防

部長をしとって、衰任があるんじゃないか。行政の

間違いも正して、必要な手を打て。必要な法律があ

れば、それを体系化してまとめろ。林野庁とも相談

してやれ。問題が起こったらすぐ取り組むのが小渕

内閣だ。」という小渕総理の直接指示がありました。

野中官房長官も、 「やれ」ということでした。これ

が、土砂災害防止法の出発です。ただちに建設省を

中心に勉強会を始めました。党のほうでも 、古屋先

生をキャップにして勉強会をしながら、建設省の議

論を後押ししました。

これまでも、がけ地の近接の住宅の移転とか、通

達で警戒区域とか危険区域を作って、避難もしてい

ました。こういたことはきちんとした法律事項とし

てまとめて、線引きも行政が費任をもって対応して

いくようになります。また、地域住民に対しても 、

その危険性を法律として知らしめ、土地の売買をす

るときにも、その土地の危険性がその土地を利用す

る人達にわかるよう示していく、など一歩踏み込ん

だ法律になったわけです。我々も 、こういう形で法

律ができるとは夢にも思っていなかったのですが、

小渕さんの遺言にもなってできたのです。私は心の

中で 「小渕法」 と呼んでいます。こういう法律がで

きたということで、砂防法、地すべり防止法、急傾

斜地法と合わせてソフト面をきちっとやることで万

全を期すことができるようになります。

そのかわり、この法律ができた以上、費任が非常

に重くなってまいります。周知徹底の方法とか、住

民へのいろんな広報の仕方を間違いますと、費任を

負わなければならなくなります。ここのところは腹

をすえて、それぞれの調査をしつかりしていかなけ

れぱならないのです。

その際、技術的な精度アップをどこまでやるのか。

これはシミュレーションをどれだけやっても、災害

の規模を想定することはできないし、非常に難しい

問題だと思います。

雲仙の時に、今、僕の秘書をしている鈴木氏が砂

防 ・地すべり技術センターにいて、シミュレーショ

ン結果を示した図面をを持って島原に走ったとき、

空港に箔いたら火砕流が起こって40何名の方が亡く

なったのです。あの時僕は砂防部長をしていたのだ

けれど、持っていったシミュレーションの絵が被害

が起こった範囲のとおりになっていたわけです。そ
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ういう技術は、 10年前からそれぞれに勉強していた

のだから、さらに精度を高めてもらって、 一定の余

裕を持った形でしてもらいたいと思います。しかし、

線引きされたほうにとっては、レッドゾーンなのか、

イエローゾーンなのかによって判断や構造の違いが

出てくるわけだから、ここはほんとうに地域の人たち

の理解をもらってやらなければいけないわけです。

でも 、最後は行政の判断と決断だと思います。雰

仙の時も、やっぱりここは危ないと言って行政が線

引きしたわけです。皆さん方が作ったものの上に立

って行政が判断するのです。

法律にして、線引きもきちんとして、レッドゾー

ンとイエローゾーンで何をするかを決めました。そ

のうえで大事なことは、きちんと地域に徹底される

ことと、いざ何か起こった時に、事前に的確な情報

が住民に伝わっていて、避難なら避難、移転なら移

転ということができるようにしてあることです。行

政指導として徹底しきるということです。

これまでは、災害が起こると、中央から砂防部長

通達、事務次官通達、局長通達といった通達を出し

ていました。しかし、その通達の内容と現場の対応

の格差が大きすぎて、なかなか思うように対応でき

なかいこともありました。今度は、役所もこの通達

を緊急時に合わせて事前に周知徹底させる仕組をし

っかりしておかないと大変だと思います。砂防の経

験者として、そう思っております。

もうひとつ大事なことは、地域のリーダーを育成

することです。昭和58年7月に島根県で大きな災害

がありました。その時、益田地区にはリーダーがい

て、そのリーダーが棒で戸をたたいてみんなを逃が

したんです。その逃げた後に、土石流が出てきて全

員救われたというので、建設大臣表彰されました。

そういう人を養成していくことは大事です。防災意

識を持っている人たちが地域にいて、気象庁の予報

とかテレビで見る雨の情報を見て、自分の地域の雨

の降り方を見て、「よ し危ないから公民館に逃げろ」

ということを地域住民に徹底するということが必要

だと思うのです。

出水市の土石流のときも2l名の方が亡くなったけ

れども、あのときも区長さんが「危ない。公民館に

逃げろ」とみんなに知らせてまわったのです。この

人は偉いと思うのですが、知らせてまわったあと公

民館に行ったら、自分だけしかいなかったのです。



そして土石流が出てきて人が亡くなったわけです。

こんど郵便局と連携して、危険な地域の見回りも

含めて、土砂害危険情報マップをおいてもらうとい

うことを、政務次官のとき に野田郵政大臣と話をし

てやってもらうことにしましたが、そういうことも

含めて努力を積み重ねていく必要があります。そう

いう面で土木事務所などは、まだまだ努力が足りな

いとおもいます。

国際化の中で地域振興の中軸になる砂防

今年の6月、砂防 ・地すべり技術センターの企画

部に国際課を設置したと聞きました。大変いいこと

です。皆さんも、英語でもフランス語でもいいです

けれど、語学の勉強をしてもらいたいと思います。

私も上手ではありませんが、東南アジアの人たちの

中で議論をしたり 、少々の国際会議であれば司会し

たりするぐらいの英語力は持っております。今日も

ネパールのマテマ大使がお見えになりましたけれ

ど、通訳なしでやっています。

じつは、今まで総理官邸に行っておりました。私

は、日本とネパールとの友好議員連盟の事務局長を

しておりまして（会長が橋本龍太郎先生です）、

我々が砂防として関わってきたネパールに、総理に

ぜひ行ってもらいたいという話をしてまいりまし

た。ネパールのマテマ大使とは非常に友好的にお付

き合いさせていただいています。大使からの強い要

望でしたが、ネパールは砂防の国際的な仕事の舞台

になっておりますし、インドネシアとともに皆さん

にも馴染みのある場所だと思っています。ぜひ、現

職総理に行ってもらい、素晴しい自然環境保全のた

めの治水砂防技術センターもありますので、そうい

うものを総理に見てもらいたいと思っています。現

職総理でヒマラヤ、ネパールに誰もまだ行ったこと

がありません。非常に期待しているところです。

それから、私も海外経験があるのですが、日本で

なにげなく身に付けている技術で大事なものがあり

ます。たとえば、谷の出口の扇状地の処理では、日

本の技術は一級品です。我々は、現場を見ていて、

谷の出口のところの河床を下げて、水路をまとめて

ひとつのところの方向にもっていく、そのために谷

の出口を押さえてということが自然と頭に入って

きます。しかし、インドネシアや中南米の国に行っ

ていろいろ見ていると、扇状地の処理で悪戦苦齢1し

゜ておりました。どんどん堤防で重ねていこうとして

いますから、ものすごい天井川になってしまって、

毎回同じような危険のある災害が起こっているとい

うことを繰り返しています。何十年もやってきますと、

手のつかないような天井川ができているわけです。

そういうときに、谷の出口に3基ぐらい土砂止め

の仕事をして河床を卜げて、水路を一定にして乱流

を防ぐということの意味を教えて、それをやらせる

と魔法使いが来たぐらいの感じになっていくわけで

す。ですから、「扇状地の処理は、まず最初に出<

わすことだから、いろんな技術の初歩を丁寧に教え

てくるようにしなさい」と技術協力で海外に行く人

たちに、いつも言っています。

それから、中国との協力をどうしていくかという

ことが、これから大きな問題となってきます。「小

渕基金」としてJOO億円の基金を積んで、黄河、揚

子江も含めた植林をしていく計幽を始めました。こ

の場合、中国にお金を渡すのではなくて、どこで何

をするかというのを決めたなら、そこに日本が行っ

て協力する。日本がお金を持って行って、必要なも

のをそこで調達してやっていく、中国もそこに参加

するという方式にしたいと思っています。

中国への技術協力も経済協力も 、これから非常に

問題になってきます。中国は日本に揚子江の水源地

の植林とか、黄河の黄土高原の浸食問題について

「頼む」とくるのですが、中国自体が台湾海峡にも

のすごい防衛力を増強しています。このJO年間ぐら

いで4倍ぐらいの経費になっています。「そういうこ

とに国の予諄を使いながら、お金が足りないという

のはどういうことか」ということで、自民党の中で

も相当な談論をしています。私もこの議論の先頭に

立ってやっています。そういうお金の使い方の問題

もあり、国家間の経済協力の在り方の議論はありま

すが、それはそれとして、いろんな経済協力 ・技術

協力の中で砂防技術の問題がけっこ う出てくると思

います。

私が建設省にいるとき、中国と毎年交流しながら

勉強会をしていました。一度、常願寺川の砂防を私

が説明する機会があって、砂防の説明をーしたのです。

利根川の計画も説明しました。そうしたら、中国の

代表の人が「松下さん、たいへんいいお話をありが

とうございました。利根川の計画も、常願寺川の計

画も中国にとって有益であります。自分の家の裏山
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の゚小さな河川の治水砂防計囲に役に立つと思いま

す」と言ったのです。利根川といえども、常願寺川

といえども 、黄河とか揚子江という大河をかかえて

いる中国には、ちっぽけな髭のような河川です。地

図を見て広げてもわかりますけれど、利根川は僕の

持っていた地図では2ミリぐらいしかないわけです。

やはり中国との経済協力をやるときは、スケールの

大きさと勉強はしっかりしていかなければいけない

と思っています。

ネパールとかインドネシア 、あるいは中南米の

国々に対する技術協力をする場合、日本では砂防法

による砂防しかできていないということを念頭にお

いておいてほしいのです。 日本で考えるような砂防

ではなくて、最後は環境保全のために役立っていく

ようにしてほしいのです。たとえば1億円のお金を

使って、浸食防止もするし、地域おこしの仕事にも

なるし、小水力発竜もするし、植林もして、合わせ

て地域が自活していくための事業にしていってほし

いのです。ネパールにも行ってまいりましたが、水

田などの工事を一緒に合わせてやっていきながら、

そこで生産して食べていける手段を作る。ニワトリ

とかアヒルとかを飼って玉子を産ませて、それを売

って生活の糧にしていくということが、総合的な地

域の防災を中心にして、植林とか、環境とか、生活

振典のところまでいくような技術協力をしています

し、そういう役に立っていくようなやり方を、ぜひ

してもらいたい。

それから、海外へ出ていくチャンスも増やしてほ

しいのです。毎年オリンピックの年にインタープリ

ベントがありますが、あれは私が砂防課長のときに、

官房のほうと大喧嘩をして、砂防の人たちがはじめ

て建設省の金で国際会議に行けるようになったので

す。ですから、そういうことも含めて海外に出てい

くチャンスをとらえてやってもらいたいし、僕の後

援会でもいつもインドネシアやネパールにツアーを

作って行っています。この11月もネパールに行きま

す。実際に現場を経験する楊面を、建設省と相談し

たり、自分たちのプロジェクトも作ったりして行っ

てほしいです。

もうひとつは、せっかくここで砂防 ・地すべり技

術センターに国際課ができたのですから、これまで

の技術協力のデータを全部ファイリングして検索で

きるようにしてもらいたいのです。国別に、やった
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中身、どういう協力をしてどういう成果を得たのか、

どういう人たちが派遣され何をしてきたのかという

ことをきちんと整理しておいてもらいたいと思いま

す。これがなかなかできません。 20世紀の間にいろ

いろ仕事をしてきましたけれど、そういうものをき

ちんと整理してもらいたいなと思っているのです。

そういう意味で私は 「21世紀へのメッセージ」と

いう本を、皆さん方の力をいただいて英文と日本語

で作りましたけれど、ああいう形のものを国際的な

ものとしても協力の中できちんと整理してもらいた

いと思っています。皆さん方でも国別の専門家を作

って、どういうふうに協力をしていくかという頭脳

集団をぜひここでやってもらいたいと思っておりま

す。

期待される砂防・地すべり技術センターの役割

公益法人の見直しの議論は、すでに始まっていま

す。技術を踏襲し、さらに向上させていくのは大事

なことです。官公庁関係の技術者がしっかりしてい

かないと、全体も沈んでいきます。

たとえば、河川砂防技術基準です。私は、なぜも

っと時代にあったように作り変えていかないのかと

不思議に思っています。 ート流のほうの海岸まで土砂

の賀任を持つとなったとき 、どういう砂防計画を流

域として作っていけばいいのか、河川砂防技術基準

に書いてあるように前法2分で、そして構造的にも

不経済な断面の砂防堰堤を永遠に作り続けていかな

ければならないのか。土白流対策として危険なとこ

ろは、徹底的に止めるけれども 、将来、大西山のよ

うな大崩壊があって、そしてそこで集落がひとつ埋

まってしまうというような、そういう大きな崩壊が

予想されるのであれば、そのための予防は徹底的に



しておかなければいけない。しかし、普段の土砂は

思いっきり流して、河道の維持や砂浜の維持に役立

つように_[法も変えていくべきです。

また、大きな多目的ダムがありますと、その上流

と下流では、エ法を徹底的に変えなければいけませ

ん。流砂系の流れが貯水池で切れてしまうというの

は、まぎれもないことです。黒部でやったけれども、

ダムの土砂を流したことがありました。どこかの大

学の教授は「うまくいった」と言っているわけです。

うまくいったどころでなくて、川に仕んでいる魚に

してみれば、突然濁った泥が出てきてびっくりした

と思う。そういう無神経な感覚でいるから、ダムに

対する理解が得られないわけです。この自然体系の

中で、川というのは育んでいかなければいけないの

は明らかなので、そういうヘドロまで流して、「安

くいった」「うまくいった」と万歳するような河川

局ではいかんと思う。当然、ダムの貯水池の前に入

るところに、砂防堰堤を作って、そこで排砂すると

か、山に植生をしていくことが大事だと思う。そう

いうところまでは砂防の責任としてあるだろう。

また、鹿児島のシラス地帯の防災工事などかを見

ていますと 、前法2分でやるという不経済断面は必

要ないのではないかという気がしています。そうい

う意味も含めて川の表情がある砂防を、流砂管理を

していくことでいろいろやっていくことができると

思っています。砂防技術研究所の中で、その仕組み

をぜひ作り上げていただきたいと思っているわけで

す。

また、実際にやっている河川の工事なり 、道路の

工事なり 、砂防の...L事なんかもそうだけれど、ほん

とうに技術者の目できちんと見届けて、地域の人た

ちに喜ばれるようになっているのか、自然環控に馴

染めるものになっているのかということを、もっと

技術者がしっかりみなければいけないと思います。

7年前に1要が初当選した時に、 8.6災害と言って鹿

児島の甲突川で大災害が起こりました。その上流の

ほうの郡山町という水源あたりに、災害対策をやっ

ているのだけれど、延々としたコンクリートのプロ

ックがあったり、コンクリ ー トのべた打ちがあった

りしているわけです。ですから、下流のほうに住ん

でいる人がやって来て、「タケノコ採りに行こうと

思ったら、むこう側に渡れなくなってしまっている」

と、ものすごい抗議があったのです。川に降りてい

゜く道も作らなければ、自然に馴染むようにもしてい

ない。型にはまったようなのを作って、川が死んで

しまってどうしようもない。技術者として、自然環

境や生態系とが馴染むようなものを作っていくよう

な努力が欠けている。ここのところを、ぜひ防災の部

門において努力してもらいたいと思うのです。

私は、前の島原市長の鐘ヶ江さんと、深い交流を

していますが、雲仙普賢岳のときに砂防 ・地すべり

技術センターで作ったデータをもとに して避難地域

を指定してきたし、砂防に対する技術の信頼は、地

域も含めて揺るぎないものがあります。私は、そう

いうことは大事にして、これからもやっていくべき

だと思っているし、そういった研鑽を積む仕事はど

こまでもしてもらいたい。

災害が起った時の対応の仕方は、その場面でやる

べきだし、砂防 ・地すべり技術センターは砂防 ・地

すべり技術センターで新聞記者を呼んで記者会見を

閉いて、「こういうシミュレーションをしています」

という広報も君たちでやっていいと思う。そういう

PRも含めて、やっていいと思う。

私は、流域全体が大きく変貌するのは、火山活動

と地震などによる大規模崩壊だと思う。大雨による

浸食で山が崩れて川に入っていくことは、流域の態

様を大きく変えるものにならないと思う。だから、

直轄の砂防事業をやってきた多くは、地震や火山活

動による大規模な山体の崩壊や火砕流です。我々は、

そういうものに対応する危機管理的な砂防をしてい

くことになると思います。

それから 、ここには砂防技術研究所があります。

そこにしてもらいたいことは、流域の土砂管理の体

系化です。これを、水源山地のてっぺんから海まで、

それぞれの日本の川の流域ごとに、土砂がどのよう

な状況にあるのか、山腹、それから崩壊地、河道、

中下流部のほうの河川工事をやっている地域での河

川の浸食状況、そして河口部における海岸の没食あ

るいは河口閉塞がどうなっているのかということを

きちっと整理してもらいたい、と思っているんです。

ずっと言い続けているのですが、なかなか進んでい

ないのです。その上で、砂防として対応する上砂、

それから流していくべき土砂、そういうものをきち

っと整理して砂防工法に生かしてもらいたいと思っ

ているのであります。

しっかり勉強、学問して下さい。これで終わります。
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疇 1111 resear_ch result 

地域住民に分かりやすい防災対応について
ー地域防災学習マップ (CountryWatching Map)の作成一

はじめに

当センターでは自土研究として平成l0年度より土

砂災害ソフト対策研究会を設置し、この活動の一環

として、新潟県両津市東立島地区において、平成10

年8月の佐渡ケ島における災害を教訓')2)に地域防災

学習マップ (CountryWatching Map、以下C.W.M.と

呼ぶ）を地域住民の協力の もと作成している。

C.W.M.は、実際の当該地域で生じた災害をもとに、

住民の方の協力のもとに、どのくらいの雨が降れば

どんな現象が生じるのかを分かりやすく整理した地

図である。地域住民にとっては最も信頼でき分かり

やすい防災資料であり 、地域防災に対して非常に有

効な手段と考える。各地域にC.W.M.を作成するこ

とにより、人的被害の軽減がなされるものと考える。

ここでは、 C.W.M.の概要、作成方法およびその意

義を概括すると共に、平成12年6月6日に東立島地区

の住民を対象に行った地域防災学習マップの現地勉

強会の模様を報告する。

1. C.W.M．の概要

C.W.M．は、集落（コミュニティ）ごとのきめ細

かな防災体制の構築を支える基礎資料として作成す

るものである。あるまとまった集落を核とした流域

をひとつの防災単位とし、防災単位毎に作成する。

また、作成にあたっては調査段階より住民参加型の

方法を用いることで、地元のニーズや経験の反映、

住民と行政との連携強化、住民の防災意識の喚起な

ど様々な側面から防災体制の構築を支援する。

C.W.M．は、従前より関係機関が配布する土砂災

害閾連の各種マップに比べ、以下の特徴をもつ。

【C.W.M.の主な特徴l
① 集落とそれに係わる渓流 ・斜面をひとつの単位

として作成する。

② 豪雨下に生じる種々の現象を取り扱う（斜面か

らの出水、湧水、i益水、がけ崩れ、地すべり 、

土石流など）。
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土砂災害ソフト対策研究会

③ 災害直後に住民に対して聞き込み調査＂をする

ことにより、豪雨下における災害の正確な発生

現象と時間を把握し、地図上に降雨益や主要河

川の水深変化と対応させてとりまとめ、総合的

な危険度の判断資料とする。

④ 同時に危険度や前兆に留意する箇所を具体的に

示す。

⑤ 住民情報として、災害弱者の在住状況や居住者

の在宅状況等も含めて掲載する。

⑥ 今後の災害があった時は同様の調査をし整理を

し精度を上げるよう努める。

2.作成上のポイント

2.1. 掲載内容

C.W.M.は、 2つの主題図からなる。すなわち降雨

醤とその時に発生した現象の関係等をまとめ危険度

を判断し警戒避難の行動に査する情報と、避難する

ときに必要な情報から構成される（表l)。

2.2. 主題図l:「豪雨のときには」

2.2.1. 危険度判断の目安

降雨に対する危険度判断の目安は、過去に豪雨下

で起こった事実や、専門家による客観点な評価のほ

か、当該地に長年在住されている人の経験的要素も

合わせてわかりやすく整理する。

具体には、降雨量に対して当該地がどのような現

象を、どこで示すのかを、過去の実績（災害直後が

望ましい）に基づき整理する。

目安の作成は、専門家による現地調査および住民

に対する聞き込み調査を主体として、以下の事項を

とりまとめる。

(1)既往の災害箇所 ・氾濫範囲

当該地域における災害実績について、災害箇所や

氾濫範囲などをとりまとめる。

(2)既往災害にみる降雨と諸現象の時系列経過

斜面からの出水や湧水、床下浸水、河川の氾濫、

がけ崩れ、土石流など、豪雨下に生じる様々な現象
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の時系列経過を既往の実績をもとに降雨紐との関係

および発生位置とともにとりまとめる。図2に整理

したものを示す 。 なお、災害総合基準雨羹

(Disaster Integrated Watching Rainfall)は豪雨によっ

て生じるあらゆる現象を表現し、肇戒 ・避難の目安

となる雨面をいう。

⑤ 亀裂 ・段落ちなどの変状箇所

⑥ その他（地域特有の箇所）

2.3. 主題図2:「避難するときは」

2.3. l． 危険箇所

行政によって定められた各種の災害危険箇所や区

域についてとりまとめる。(3)主要河川の水深変化

河川や渓流の水深変化は、目に見えてわかりやす

い判断材料である。そのため、降雨と諸現象の時系

列経過に対応するように主要な河川 ・渓流の水深変

化をとりまとめる。

また、想定される避難ルー トに沿った危険な箇所

についてもとりまとめる。

2.3.2. 避難場所と避難ルート

当該地域において適切と考えられる避難場所や避

難ルートについて、住民と話し合ってとりまとめる。

避難場所や避難ルートの検討にあたっては、施設の

有無や収容能力、構造にとらわれることなく 、一時

的に安全を確保するための集合場所や、避難の長期

化への対応なども考慮する。

なお、水深変化に関して十分な開き込み結果が得

られない場合は、流下痕跡などを検証材料とした流

出計算や河床変動計算などによって推定できる。

(4)過去の降雨実績

現在の雨証がどの程度のものかを判断するため、

過去の降雨実績を明示する。 また、避難に適した場所や建物、避難ルー トがな

い場合には、必要な施設の整備について提案する。

2.3.3. 住民情報

① 累加雨祉の既往最大値

② 記憶に新しい豪雨時の累加雨戴

③ 累加雨屈の平均値

④ その他（主要災害発生時までの累加雨屎など）

2.2.2． 前兆等の留意箇所

世帯ごとの情報として、居住者名、年齢、健康状

態、勤務状況、居住状況などについてとりまとめる。

これにより 、幼児 ・高齢者などいわゆる災害弱者へ

の早めの対応や、避難時の人数確認、被災者の確認

などが迅速に行うことができる。

前兆等の留意箇所は、危険度判断の目安と連動す

るものであり 、以下の事項が考えられる。

① 豪雨時に特に出水が激しくなる斜面

② 湧水箇所

③ 河道

④橋梁箇所

3 地域防災学習マップの効果と防災体制の構築

特定の集落を単位に作成した地域防災学習マップ

に示す危険度判断に係わる情報は、雨巌、水位、湧

表 1 地域防災学習マッブの掲戯内容

• •••_....--••• ●●●-•~•9’.....～•~•••”-••••-．．．．．．．臼●●●●●一····ー·ー···~．．．．．．--••一・・＿＿--•一···—·-—•••-••• ......._．．．．．”.... ---…・ •--•-......_...-••---·•—••••—..... ．_ ＿ー・
褐載単項 渇載内容=＝＝=：- -;；=ァ-- ．．ー・・＝土に；；：T．．． ．．ー工：；＝＝こ：＝＝z；；;=こ;；；＝＝＝：：：：：:：#；；；；；=：=＝＝•••••一一；：：：：：：：c：#：::::..—•-•:：ニニ=::＝：:：:

I! li①既往の災吾箇所 ・氾濫範囲 li 
： ； ; : 

ll②既往災害にみる降雨量と諸現象の時系列経過 甘

！ ！ 

ii危険度判断の目安 Ii （斜面からの出水、湧水、溢水、がけ崩れ、土石流など） I! 

ii !！③主要河川の水深変化（聞き込み、河床変動計算等による） ＇； 
！ ！ 

i i ', : ！ 
9: ll④過去の降雨実績（既往最大、 平均など） ll 
i:=＝—••一••==—•一＝＝＝＝：ご2；卜•一•~―••”..... •一•一—•••一••—-=#=＝＝――••••~:＃==＝＝＝＝::：:＝••一•,． -••=...;iii①出水が檄しくなる山ひだ斜面 ！； 
! ; ; i ll 
• g 

i!前兆等の留意箇所 ：I 
ll@湧水箇所（平時に湧水のない箇所も含む）

Ii !I③溢水しやすい箇所（側溝など）

i !l !： li④閉塞の予想される橋梁
： ：ニニ＃＃：：一••一•••ー·,..-••••'”●●●●●●●●●●●●●:••_．．．.. ...................."．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ニエ：：：：ここ：：：工：ュ：：：二'...…．．．．．．．．．．．．．ー・.i : 

]危険箇所
il①土石流危険渓流、②急傾鉗地崩壊危険箇所、③地すべり危険箇

” il④避難路に係わる危険箇所（土砂移動、洪水氾濫等）！亡：一•一•一— -.--＝#＝：==＝＝＝――- -＝2：：：こ：2＝＝ュー:::—••-•;i
ii避難場所と避難ルート

r ． t一時的な避難場所と避難ルー ト、地区外への移動Iレートなど ！！ 
戸＝＝＝：一•,.........-••一••一•-#=＃：え'...=●●●●9999- • ·—••••一-;＝＝＝=—呵

]住民情報 l［世裔居住者名、年齢、健康状態、勤務、 居住状況など i -••-.-…·· t•一•••一••””'…···―..............-••••_．．．．．．．＂....--·,．．．．．．--•••• ~ ~...- --- ...．．．．—...•一·,....～••••••~••_．．．．．“^~ •; 
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図2 災害総合基準雨塁 (DisasterIntegrated Watching Rainfall)およびC.W.M作成至礎頁料

水症等の計測機器の設芭や地域住民による点検によ

って、過去の災害（京雨）に比較でき現時点の危険

度を判断しやすくなる。気象予警報や建設省の指針

に基づいて現在作成されている警戒避難基準雨濫の

ように広域的情報に比べ、そこの住民の人にと って

は信頼があり、説得力がある危険度判定となりうる。

避難に係わる情報は、幼児 ・高齢者などいわゆる

災害弱者の分布状況や個々の世帯情報、昼夜の在宅

状況等を盛り込むことで、住民の協力による災害弱

者の早めの避難や未避難者の迅速な確認等、迅速か

つ的確な避難行動を支えるものとなる。

さらに、地域防災学習マップの作成にあたっては、

住民参加型とすることで、通常の調査では把握され

ることの少ない交雨時に出水する斜面など地域特有

の情報を収集できることに加えて、地域防災学習マ

ップ自体の理解や土砂災害に対する認識の共有化、

防災意識の喚起、地域と行政との連携が強化され適

切な防災体制を構築していけるものと思う。

今後、災害の直後にはかならずC.W.Mを作成 し、

過去の災害と比較することでより精度の高い蓄戒避

難基準が得られることが期待できる。

4.地域防災学習マップの現地公開

4.1 概要

新潟県両津市東立島地区において、平成10年8月

の佐渡ケ島における災害を教訓にC.W.M．を地域住民

の協力の下に作成している。今回住民に方の意見を

入れてC.W.Mの案が出来上がったので、平成12年6

写真l 現地説明会の様子
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月6日（火） 14:00~16:30に東立島地区の地域住民

の多数の方に見てもらいご意見を伺う会を開催した

（写真1)。

4.2. 参加者

東立島地区長の端野靖男さん他約30名の住民の

方々にご参加いただいた。

その他、藤吉洋一郎NHK解説委員、新潟県砂防

課、相JII土木事務所、両津市及び土砂災害ソフト対

策研究会のメンバーが参加した。

4.3. 討議内容

土砂災害ソフト対策研究会から東立島地区の地域

防災学習マップの説明と住民目繋情報収集端末装置

の説明及ぴデモンストレーションを行い、意見交換

を行った。資科として「地域連携防災システムの確

立について」、「地域防災学習マップ」を配布した。

4.3.1. 住民情報地域防災学習マップ

地域防災学習マップの目的について、 Al版の図

面を使用して説明を行った。

質疑事項として、どの程度の雨昼、現象で避難を

判断すべき、あるいは避難を決断するか、といった

点についての討論や、実際の豪雨時には沢から海に

流れ込んだ泥流の溌りの程度も判断材料にしている

といった住民の方からの意見も寄せられた。

4.3.2. 地元と行政の連携について

地元と行政の連携についてをテーマとして、住民

目撃情報収集端末装四を使用してのデモンストレー

ションを行いながらの説明を行った。住民目繋情報

収集端末装僅は各集落毎に設置して、それから集ま

る情報を市役所等に集約し、また、集落間相互での

情報の伝達も行えるようにしたシステムであり、従

来図面上で行っていた状況把握をコンピュータを利

用して、簡易にデータの蓄積と整理をはかれるよう

にされている。

災害時の回線の確保、停電時のバックアップなど

についての質問があった他、設置場所についての意

見が出された。

4.3.3. その他

全体的な防災に関する意見交換も行われ、現在整

備中の防災無線について住民の方から市に対し設笛

位置についての要望が出された。佐渡地方では津波

災害もあるので、このような種々多様な災害に対し

共通に対応できる防災システムが必要である。また、
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林道工事に係わる側溝の流末処理についての意見

や、土砂災害防止に関しての山林の重要性などにつ

いて、活発な討論が行われた。

また、勉強会の模様は6月9日（金） 18時30分から

19時の間にNHK放送 （新潟ローカル）により放映

された。さらに6月22日（木）、藤吉解説委員4)によ

りNHKで全国放送された（なお、この放送のテー

プをご希望の方には当センターで無科で進呈しま

す）

4.4. 現地踏査

．検討会終了後、相川土木事務所および端野氏の案

内で、平成10年8月災害の箇所を調査し、当時の状

況、その後の対策について説明があった。法面対策

工は既に完成しており 、現在上流の砂防ダムの上事

を行っているところである。なお、法面工事中に設

置されていた雨量計 (1週間巻自記）は現在端野氏

の宅に移設して、測定している。

5 終わりに

現在土砂災害に対するソフト対策の必要性が指摘

されているが、住民の行動原理の把握等基本的に究

明しなければならない課題が多い。地域住民に分か

りやすい防災対応の一つの手段として地域防災学習

マップの作成を提案した。さらに詰めるべき問題は

多々あると思われるが、不幸にして生じた災害を教

訓として生かすために他地域においても住民参加の

もとに、集落単位のきめ細かな地域防災マップを作

成し検討されることを望むものである。詳しいこと

は当センターの総合防災部技術課長 菊井までご連

絡下さい。

（執筆担当 ：瀬尾克美、原口勝則、菊井稔宏、小野弘道）
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独断砂防国際協力序説その6

私は飛行機に乗るときにはいつも「席は日陰の窓

際。ただし主腐の上はだめよ」ということにしてい

る。窓際の席はトイレに行くときは面倒だ。しかし、

座席に着いた時に、「トイレに行く時には前を通ら

せていただきますよ。御迷惑をかけますがよろし

く。」と予め隣人に挨拶をしておけばよい。

窓際の席はそのような面倒を補って余り ある興味

と興奮を味わせてくれるから、窓際の席が取れなか

ったときは大損をした気持ちになり、代理店をうら

むのだ。大損を した 「気持ち」ではなく、文字どお

り、人生が変わるほどの大損なのである。今回は米

国のダラスからヴェネズエラのカラカスまでの飛行

機でA席が取れたので御満悦であった。

「もう一度シート ベルトを確認してください」最

後のアナウンスがあって、私達が乗っている飛行機

はヴェネズエラの首都近郊にあるカラカス国際空港

に向かって着陸体制に入った。時刻は夜の11時。時

差で昼間が長かったぶん頭はポヤーツとしている。

飛行機はぐんぐん高度をドげる。

私は飛行機の離陸と着陸の瞬間が好きだ。畳何枚

分もありそうな補助翼を最大限に張り出して減速に

よる浮力の減少に耐えている姿勢には興奮を梵え

る。湿度が大きい場合には、圧縮されている部分が

白 くなって粟に沿

った空気の流れが

明瞭に見える。巨

大な機体が目に見

えぬ空気に支えら

れているメカニズ

ムがわかって安心

する。勿論、今回

は深夜の着陸なの

でこれは見えない。

渡辺正幸＊

「何だぁ、あれは ？！」

奇妙なものが私の目に飛び込んできた。それはいろ

んな都市 ・地域を訪れた経験のなかでも全く始めて

見ることであった。‘‘早くホテルに入ってゆっくり

眠りたい’'と思う程度の使い方しかしていなかった

私の脳細胞が突然反応し始めた。

闇のなかに、規則正しい光の正三角形が延々と続

いているのである。

それは、丁度、クリスマス ・ツリーを横倒しにし

たもののようであった。その痺きは手前の三角が最

も大きく、飛行機の進行方向 ・遠くへいくほど小さ

くなる。しかし、三角形の耀きは暗蘭を切り開いて

続いている ！

着陸寸前になって、その光は民家の屯灯と街灯の

輝きであることがわかった ！

山腹斜面にへばりついた生活があるのだ。三角形

の山腹斜面が生活を載せて黒々と横たわる巨大な山

裾をつないでいる ！ 街路には人通りはない。街は

眠っている。われわれの飛行機はそのような町をlln
き起こしかねない轟音を上げて荊陸 ・停止した。

カラカス空港は、ヴェネズエラがカリプ海に接す

る海岸を埋め立てて造られている。滑走路の方向は

東西である。標高約IOOOメートルで東西に長いカラ

写真一1 カラカス市と背山のアヴィラ山脈

山脈の衷側が被災したカリブ海側の斜面

＊元建設省土木研究所砂防部長
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写ロー2 カリプ海沿岸の扇状地にある高級リゾート写真上端1まカラカス空港

海岸に沿う急斜面は断阻末端面である。

カス市の北側には標高約2500メートルのアヴィラ山

脈がある。アヴィラ山脈の北側はカリプ海である。

この1000メートルの標嵩差が熱帯にある人口200万

のカラカス市の住み心地を快適なものにしているの

である。

横倒しにしたクリスマス ・ツリー、すなわち、な

が〈長くどこまでも続く光る三角形は私に確信に近

いヒントを与えてくれた。

“よ しッ 、これで調査報告書は出来あがりだ ！”

着陸と同時に私は禍足だった。

三角の光の列は同時に私の青春時代を呼び覚まし

てくれた。

私は、 1960年代を神戸の六甲で過ごした。宅地 ・

24 SABO vol.67 Sep.2000 
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道路 ・送電線 ・港 ・ゴルフ場等開発の

ラッシュが始まったころで、六甲山は

大きく変わろうとしていたからその変

化の大きさと新しさに興味深々だった。

たいへん恵まれたことに、そこには

深く深く六甲にのめりこんでいた人物

がいた。

六甲を材科にして、山は地殻が動い

た結果そこにその形であり、今も動い

ている一さらに、動きは力学の原理に

そっていること 、そして動いている山

の環境に都市を形成することの可能性

と危険性を始めて実証的に説明された

大阪市立大学の藤田和夫教授であった。

私は、勝手に専属ドライパーを決め

込んで先生が山へ入られるときは努め

て同行させていただいた。よく整備さ

れた六甲砂防のジープは性能がよく、

道無き道や階段を簡単に登ることがで

き、先生を最短距離で、したがって最

短時間で望む位置へ案内できたーもっ

とも 、目覚めたら橋の高欄が目の前に

あって慌ててハンドルを切って事無き

をえたことも何度かあって、思い出す

たびにゾーツとなるのであるが、とも

かくこうして六甲で藤田教授の門前小

僧として採用されて、最初に覚えた御

経の一小節が“断層三角末端面”であ

った。

山脈から直角に張 り出した尾根がLlJ

脈に平行な正断屈で切られた場合、新

鮮な破断面は三角形になる。この断陪三角末端面の

数は、山脈が大きく張り出した尾根が多いほど数も

多くなる。これは簡単ではあるが地形学で極めて重

要な視点なのである。この視点をもつともたないと

では地形図の理解や得られる情報の醤、面白さそし

て喜びが全く違ってくる。とくに初心者では、こと

言うまでも無い。

カラカス空港の滑走路を飾る光の三角形はこの断

層三角末端面が電飾されたものであった。断層末端

面がイルミネートされている ！ こんな豪華な断層

末端面は世界広し といえどもヴェネズエラにしかな

い ！ 私は確信した。そして、藤田教授にいただい

た薫陶に改めて感謝した。
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三角形の斜面が電飾されていることを別にすれ

ば、地形は六甲に似ていると考えて まず間違いある

まい。六甲に似ているとすれば、土砂災害を防止す

るッポは渓流と扇状地（沖積扇）の技術だ。渓流は

何段もの滝で分断されているはずだ。滝は後退しつ

つ周辺の尾根の斜面を不安定にする。その結果は土

砂の谷底での貯留だ。そして引金の豪雨 ！

ここまできたらもう報告書は書けたも同然で、あ

とはみんな怪我をしないように婦国すればよい。

地形は六甲に酷似していても 、三角末端而を豪華

にイルミネートするようなことは神戸市民はしな

い。電気の無駄遣いとしてそんなことはできるわけ

がない。

真夜中に山の斜面に煙々と電灯がついていること

は、眠る前にスイッチを切らないということであり、

とても勿体ないことだ。なぜ、寝る前に電灯のスイ

ッチを切らないのだろう ？ 安全のための常夜燈だ

ろうか？ーそれにしても常夜燈が多すぎる？ ！日本

だったら電柱一本に一灯だからせいぜい30メートル

おきに1本程度であろう。

地形が酷似しているとそこにある生活にも似た点

があるのは当然だ。地形を無視した生活環境ができ

るわけないからである。したがって、問題は、地形

がつくる環境とその変化に生活をどう調和させるか

である。扇状地の防災ーすなわち砂防事業は日本が

得意とするところだ。「得意」というのは、何でも

知っていると吹聴してまわることではない。手痛い

被災経験を多くもっていることと、その犠牲と経験

をもとにして工学的な技術体系を整えてきたという
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ことだ。さらに、技術を用いた結果がどうであった

かその効果をみんなが共通の財産としてもっている

ことである。

扇状地の砂防については大きなポイ ントが三つあ

ることは良く知られている。その一つは、扇面で川

道がスイングすることであり、第2に大災害の原因

である土石流の流出に間歌性があることである。第

3のポイントは川道の勾配変化点（インターセクショ

ンポイント）の上下動によって氾濫が起きることだ。

このようなポイントを現地で確認して行政官や生

存者に伝えるとともに、このような災害を防ぐこと

が可能であることを伝えたい。

現地で得た過去の災害の記録は丁度50年前の1951

年に土石流の流出があったことを伝えている。道路

や発電所等インフラの被害は大きかったようである

が死傷者数が相対的に小さかったので深刻には受け

止められなかったと思われる。

日本の扇状地災害と同じだ、六甲そのものだとい

う感じがますます高まってくる。

ひととおり関係者の話を開いてから、ヘリ コプタ

ーでアヴィラ山脈に沿って飛んだ。山脈の裾に大小

の扇状地がカリプ海に遠窟がちに張り出している。

いずれの扇状地も淡い茶色の帯状の新しい張り出し

があって災害一土砂流出が確認できた。ヴェネズエ

ラ政府によると 、今回の被災地はカリプ海に沿う 12

の扇状地で、対策計幽の立案を日本を含む6カ国に

要請している。日本チームは最大の扇状地をもっ

St.Julian（サンフリアン）谷とその西隣のQ.Chiquito

（カム リチキト）谷を担当した。流域延長はそれぞ

2え
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写頁ー3 扇状地の惨状

左端の1棟を除いてビルは原形をとどめているが戸遠のリゾートハウスは全滅した。
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れ10、8km、流域面稽はそれぞれ約40、15km'、平

均勾配は1/4、1/3.5である。 ． 

他の重要なポイントである災害の規模はどうだっ

たか？

災害の規模を表す死者 ・行方不明者数の公式発表は

以下のとおりである。読者のみなさんはこのデータ

を見てどのように考えますか？ ： 
外務大臣 5,000人以上

厚生大臣 ］0,000-15,000 

グアイラ市市長 25,000 

防災局長 25,000-30,000 

国際赤十字 20,000-50,000 

ヽ

，`
 

｀
 

'?: .. 
‘｀ ヽ~ー、~. ·• - . 

’.，..z ~＇-
写ロー4

ー・→9←マア．．← 9 ..J. ・ 

土石流の直撃をうけて右端の1~3階部分を失った

リゾートマンション
残った1~3階部分でも部屋［さ土石流にプチロかれた

大きな災害があって、死者 ・行方不明者数が確定で

きないことはよくある。被災直後の救命 ・救援活動

で現場がごったがえしている時期に確定数を求める

ことは不可能である。しかし、被災後2ヶ月近くを経

てまだ5千から5万の開きとはいったい何なのだ ？

この開きは第2次調査団が派遣された5月時点でも

埋められていない。死者数に触れなければならない

場合に、15,000から30,000の値が用いられるように

なった程度の変化である。

千人のオーダーで人の生死が判明しないってどう

いうこと？ 隣の人が居なくなったことが判らない

の？ 隣の家に何人住んでいたか判らなかったの？

隣の集落に何軒の家があったのか判らないの？ ヴ

ェネズエラの社会は隣人の生死に無関心でいられる

社会なのか？ 役場は何をしているの？

皆さんはこの疑問をどう思いますか？ 重大なこ

とだと思いませんか？ 私はこの問題を無

視して防災はありえないと考えるのです。

しかし、世界の災害の現場にはこのよう

なことはそう珍しくないことも事実であ

る。中国で1960年代に起きた飢饉による死

者は約2,000万人で したが、長くそのよう

な災害はないとされてきた。 1970年にパン

グラデッシュで起きたサイクロン災害の死

者 ・行方不明者数には50万人近い差があっ

た。アフリカ ・サヘル地方の旱魃による餓

死者数にもその程度あるいはそれ以上の差

があるはずである。 しかし、サイクロンや

旱魃に襲われた地域の広さは土石流災害が

起きた地区の広さに比べてケタ違いに大き

い。国家が同じでも 、人や集落が何百キロ

も隔てた地域に住んでいて、交通も通信も

ない。部族も異な って交流も無いという場

合がある。そのような場合、遠い所で何人

死んでも生活にひびくことはない。「そう

か、気の誨だったな」ですむ。

しかし、ヴェネズエラの場合は、事件が

起きた地域は首都カラカスから山を越えた

せいぜいl5kmにある場所のできごとです。

生死が確かめられないで無視されたまま

の数千からガオーダーの命 ！ 防災事業を

実施して一体何人の命を救えばいいという

の ？ 数千から2~3万人までは死んでもい

いというの？ ある人は 「水が出て人が死

ぬのも蛙が死ぬのも大差ないのだ」と言います。
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国際防災学会インタープリベント2000参加報告

はじめに

オーストリアのフィラッハにおいて6月25日から6

月30日にかけて国際防災学会インタープリベント

2000が開催された。筆者は日本からの参加ツアーの

一員として、シンポジウムヘの参加および現地視察

を行う機会を得た。本報告ではツアーの行程概要と

あわせインタープリベントの経緯を紹介し、現地視

察箇所のうち、印象に残ったものを箪者の記憶の範

囲で報告したい。

1.行程

今回のツアーは、表―lに示すように6月24日出発

7月3日帰国という 10日間の日程で、総勢26名（遅れ

て参加された方を含む）、団長は当センターの友松

靖夫理事長、コーデイネーターとして伊藤和明文教

大学教授が参加された。また、現地視察には丸井英

明新潟大学教授に同行いただき、現地の砂防対策に

ついて御説明いただいた。記して感謝する次第であ

る。

なお、参加ツアーはアムステルダムを経由してウ

ィーンからフィラッハに入る組と、ウィーンを経由

してザルップルグからフィラッハに入る組との2つ

に分かれていたが、フィラッハ着後インスプルック

までの日程は同じである。婦国時は再度、インスプ

ルックからミュンヘンを経由して帰国する経路とに

分かれた。今回の移動経路を図ー1に示す。

2.インタープリベントの経緯と

環太平洋インタープリベント

筆者は、インタープリベントという会議が4年に

一度ヨーロッパ諸国で開催されることは知っていた

が、その目的など詳細についての知識は乏しかった。

そこで、現地視察の際、丸井教授が説明された資料

をもとにその経緯等を紹介する。あわせて今回のツ

アーに参加したものの一員として、 2002年に松本で

＊ （財）砂防 ・地すべり技術センター総合防災部技術課長

菊井稔宏＊

表ー1 インタープリベント2000参加概略日程

月 日 都市（宿泊地） 摘 要

6月24B（土） 東京（成田）発 プリーフィング後、結団式

アムステルダム経由
ウィーン着

6月25日（日） ウイーン発 列単にてフィラッハに移動
フィラッハ着

6月268（月） フィラッハ インタープリペント参加
6月278（火） フィラッハ インタープリペント参加

6月28日（水）フィラッハ インタープリペント参加

6月29日（木）フィラッハ発 専用パスにて移動
ハイリンゲンプルート箔 雪崩現場、砂防堰堤等視察

6月30日（金） ハイリンゲンプルート発 厚用バスにて移動、グロス

キュッツピュール着 グロックナー氷河、ザルツ
ツアハJII流域砂防等視察

7月1日（土） キュッツピュール発 専用バスにて移動、リート

インスプルック パッハ流域管理対策の視察
解散式

7月2日（日） インスプルック発

アムステルダム経由 機中泊

7月38（月） 東京（成田）着

開催される環太平洋インタープリベントについても

紹介し、参加をお願いする次第である。

2.1 インタープリベントの経緯1)

ィンタープリベン トは、洪水、土石流、地すべり、

雪崩などによる災害の防止 ・軽減に関する学際的な

研究を促進し、あわせて防災技術 ・知識の普及を図

ることを目的として、行政組織の技術者と大学など

の研究者とが連携して組織された防災に関する総合

的な国際学会である。

ィンタープリベントは、オーストリアの内外で深

刻な洪水 ・土砂災害が発生したことを契機として

1967年にオーストリアのケルンテン州クラーゲンフ

ルトに防災関係の専門家が集まり、自然災害の原因

究明と被害の防止 ・軽減のため予防対策に関する学

際的な意見交換を定期的に行うことを決定し、 1968

年にクラーゲンフルトに学会本部が設置され、活動

が開始された。この学会は当初オーストリアの専門

家の主導で運営され、1990年までは「洪水防御学会

(INTERPRA VENT)」と称し、その後国際化をめざ
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図ー 1 オーストリアでの移動経路

して「国際防災学会インタープリベント」と名称を

改めた。この学会のシンポジウムは、従来オースト

リア国内で開催されてきたが、国際化に伴い、1992

年に初めて国外であるスイスのベルンで開催され

た。

この学会の活動は「洪水、土石流、地すべり、雪

崩、あるいは人為的影響下の災害から人間の生活空

間を防護するために、持続的で有効な国土保全の施

策を考えること」を目的としている。学会の構成員

には法人会貝として農林省、ケルンテン州、市町村、

表ー2 国際シンポジウムの開催経過

開催年 開催地

1967 クラーゲンフルト 洪水と地域計画

foreian circumstances 

電力会社、企業等が所属し、個人会貝として各分野

の防災専門家が所属している。

現在では国際防災学会インタープリペントの機能

は、ヨーロッパアルプス地域、特にオーストリアを

始めとし、関連自然災害の脅威を受ける世界中の

様々な地域に及んでいる。インタープリベントの活

動は公共の利益のために展開され、その方法は総合

的、学際的考察方法にもとづくものである。これま

で国際シンポジウムとして表ー2に示すように開催

されている。

テーマ 参加国 ・人数

5カ国180名

1971 クラーゲンフルト アルプス地域における気象災害の予防の限界 13カ国350名

と可能性

1975 インスプルック アルプスの生活空間の防護 l4カ国457名

1980 パート・イシュル 洪水防御と地域整備における自然災害予防の 17カ国353名

ための自然空間解析

1984 フィラッハ 治水における調整 14カ国327名

l988 グラーツ 洪水、土石流、雪崩の危険に対する人間の生 24カ国578名

活空間の防御

1992 ペルン（スイス） 洪水、土石流、雪崩の危険に対する人間の生

活空間の防御

l996 ガルミッシュ＝ 洪水、土石流、習崩の危険に対する人間の生 18カ国418名

パルテンキルヘン（ドイツ） 活空間の防御

2000 フィラッハ 洪水、土石流、雪崩に対する持続的な防御、 21カ国426名

人間の生活空間の安全確保 ：戦略、計酎、対 （参加者名簿による）

I策
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2.2 環太平洋インタープリベント＂

インタープリペントヘの日本への関わりは1980年

のパート ・イシュルでの会議に武居京都大学教授

（当時）他が正式参加したことに始まり 、以降会を

追う毎に日本からの参加者が増加した。インタープ

リベントの国際化の報告に従って1992年のベルン大

会で、日本が環太平洋地域でのイニシアチプを執る

ことをインタープリベント本部から要開され、環太

平洋インタープリペントの設立に関する協定行が交

わされた。日本側は当初砂防学会の国際部の担当幹

事が運営にあたってきたが、平成10年10月に砂防学

会国際部から独立した環太平洋インタープリベント

事務局が創設されている。本部との協定苔の中で、

アジア ・太平洋地域におけるインタープリベント会

議の開催についても触れられており、インタープリ

ペントが実質的な国際学会として発展するための匝

要なステップとして、ヨーロッパ以外の国で開催さ

れることを積極的に評価し、期待されている。

このような背俎のもと 、2002年10月には松本市に

おいてインタープリペントの会議を「INTERPRAVENT 

2002 in the Pacific Rim」としてOO催する旨、決定して

いる。

iT → 9,,• I,言 rr,9で→

写真一 1 Lubitz graden地区雪崩災害現場全翠

3.現地視察

誌面の都合もあり 、現地視察箇所から印象に残っ

た2箇所について紹介する。

(I)Lubitz graden地区竺崩災害現場

ここでは1975年3月に雪崩災害が発生し、 10名が

死亡した（写真ー1参照）。しかし、現地には対策施

設が施工されておらず、数戸残っている家は夏のみ

利用されているということである。その理由は災害

により家がな くなったため、 B/Cが低いためである

との説明を受けた。日本ではあまり考えられないと

ころである。
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図ー2 Lubitz graden地区の雪崩危険区域図（掬バスコ森田氏提供）

（図中のLR.LGは雪崩のレッドゾーン、イエロ＿ゾ＿ン、
WR,WGは荒廃渓流のレッドゾーン、イエローゾーン）
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オーストリアではこの雪崩災害が発生した

1975年に森林法の改正に より危険区域固の作

成が開始されているが、残念ながら災害時に

は当箇所の危険区域図は作成されていなかっ

た。その後作成された危険区域図を図ー2に示

す。図中のLR、LGは雪崩のレッドゾーン、イ

ェローゾーン、WR、WGは荒廃渓流のレッド

ゾーン、イエローゾーンである。

雪崩のレッドゾーンは25KN/m'以上の外力が

かかる区域とされている。この区域図を見る

限り、ゾーニングは災害実綾を参考として、

地形的に決められている印象があるが、区長

等と調整し最終決定されている。建築許可の

申請時などには砂防部局に相談があり、危険

区域圏が利用されている。しかし、観光地などでは、

危険区域を小さめに設定してほしいという要望は少

なからずあるとのことであった。警戒避難体制につ

いて質問が交わされたが、特に定めておらず、危険

区域には原則として人家がないというのが理由であ

る。なお、必要に応じで区長が避難命令等を行うと

のことであった。

写真ー2 Burgerbach渓流全景

(2)Hollersbach荒廃渓流

Hollersbach渓流70km2のうち右支2.5km2(Burgerbach 

渓流）が中流部の左岸に大規模な崩壊が発生し荒廃

している。崩壊地は現在も拡大中である（図ー3、

写真ー2参照）。

対策として6基の谷止め工で下流部の河床を固定

するとともに、崩壊対鍛は危険かつコストが掛かる

ため上流域からの水を導水管で導流する対応がとら

れていた（図ー3の点線部分、写真一3、4参照）。導
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図ー3 Burgerbach渓流の崩壊地の変遷と導水管の概略位置

（図中、西麿の実線は崩壊地、点線は導水管の概略位固）
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水管の延長は約1.2km、最大勾配60%、1/80年確率

の洪水流益に対応しており、ゅ＝lm、曲率半径は

60m以上となるよう設置している。

写ロー3 導水管流入部

写頁ー4 導水管排水部と下流部の床固め工

i ” 心喋製喪霜-•も

写真一5 崩壊地頭部から下流方向
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なお、現在も崩壊地の緑化対策として、種

子吹きつけ等を実施しているが、動物が種子

を食べてしまうので、動物の進入防止ネット

が張られていた（写真一5)。

対象流量を1/100年確率対応にしないかとい

う質問に対して、 1/100対応とすると~= 1.2m 
となりコストが著しく増加すること、オーバ

ーした流最は自然河道に流れることなど説明

された。なお、標高1700~2000mまでは昔は

森林だったが、牧畜のため伐採し、現在は草

地となっている。このような土地利用が崩壊

発生の一因となっているとの説明があった。

おわりに

今回のツアーに参加して、残念ながら「琲

常に疲れた」というのが第一印象である。そ

の理由は、満席状態のエコノミーシートに約

12時間 （成田～アムステルダム間）座ってい

たことである。これにはさすがに閉口した。

しかしながら、オーストリアの美 しい町並み

とともに、現地視察では日本と異なった対策

の考え方に触れることができたことは大変有

意義であった。

とくに土砂災害、雪崩災害の危険区域図が

整備され、砂防部局（の費任者）への信頼が

厚いこと、森林整備と併せて砂防対策を実施

していること 、砂防部局と市町村の役割分割

がうまく機能していることなどが印象に残っ

た。とりわけ渓流毎に技術者が長期にわたっ

て渓流をみて、自信をもって対策を実行して

おり、住民からも信頼（信用）されているこ

とが日本との大きな違いではないかと感じた

ところである。なお、現地視察の説明の数字

は聞き間迫い、記憶違いもあると思いますの

で御容赦下さい。最後にツアー参加中にお世

話になった皆様に謝意を表します。

引用文献

l)丸井英明 ：国際学会インタ ープリベントの

歴史、資料、平成l2年6月23日
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ベネズエラ共和国の土石流災害

吉松弘行＊

南米のベネズエラ共和国のカ

リプ海に面するバルガス州で、

1999年12月15日～l6日にかけて

年降雨位の約2.5倍にも達する豪

雨があり、大規模な土石流災害

が発生した。その被害は、死者

が30,000名、行方不明者が7,200

名、被災者が331,164名、崩壊家

屋が 23,234件、半壊家屋が

63,935件（内務省防災局発表、

12/22:推定値）と報告されてい

る。この災害状況の把握と復興

計画策定のために日本政府は2回

に分けて (2月1日～14日、 4月5

日～6月4日）砂防専門家チーム

を派遣した。日本チームの担当

した被災渓流は、当地区で最も

扇状地面積の大きいサン ・フリ

アン渓流とその西隣のカムリ ・

チコ渓流である。ここではその

渓流に発生した土石流災害の実

態について報告する。
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図•1 ペネズエラの地域区分

1.ベネズエラ共和国の自然特性

ペネズエラ共和国は南米北端の北緯1~12゚ 、西経

60~73゚ の範囲に位爵する 、東部はガイアナ、南東

部はプラジル、南西部はコロンビアと国境を接し、

北部はカリプ海、東部は大西洋に面している面積約

91万Km3の国である。

国土は、山地のアンデス地域、ガイアナ盾状地域、

ロス ・ジャーノス平原地域、マラカイポ低地に概ね

区分される。今回の土石流災害の発生したバルガス

州はアンデス地域に属し、アンデス山脈がコロンピ

アからカリプ海に平行にラコスタ山脈として東へ連

続し、首都カラカス付近まで延びた、その北側斜面

＊ （財）砂防 ・地すべり技術センター斜面保全部長

に位囮する。ラコスタ山脈の最高峰は2,750mのナ

イガタ峰で、カリプ海までの水平距離が約10kmと

短く、非常に急峻な地形をなしている（屈-l)。

地質は、東部域は広大な先カンプリア紀の地層が

広がっているが、大平洋に連続するアンデス山脈は

中生代末から、むしろその大半が第三紀の火山活動

を起源とするものであり、アンデス山脈と先カンプ

リア紀の地思の間には、南北に細長く古生代、中生代

の地層となっている。ロス ・ジャーノス平原地域の

中央部及び東部は主として洪積台地からなり、ミサ

層と呼ばれる砂礫層が厚く堆積している。ガイアナ

盾状地は、先カンプリア紀の変成岩が広く分布し、

南米大陸最古の地層として、極めて地質的に安定し

た地域である。

気候は、 5月～11月までが雨期、l2月～4月までが

乾期に区分される熱帯性気候であるが、標高によっ
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てかなり気候が異なっている。平均気温は全体的に

25℃以上であるが、標高900mの首都カラカスでは

2]℃と快適である。今回土石流災害が発生したバル

ガス州の国際空港のあるマイケティアでは26℃の年

間平均気温を示す。

年間の降水醤は、北部のカリプ沿岸地帯が

1,500mm以下の半乾燥地帯となっているが、南下す

るにつれ降水量が多くなり 、プラジル国境では年間

降水温が3,000mmを超える。土石流の発生したバル

ガス州のマイケティアでは約500mmの年間降水最

となっている。

人口は1998年の中央統計局によると約2,324万人

で、全人口の86％以上がメリダ山脈からラコスタ山

脈へと繋がる北部山岳域を中心とした都市部に集中

している。これらの都市は多くが山岳地であり 、土

砂災害の発生しやすい扇状地や山腹斜面の限られた

土地を利用したものである。今回のバルガス州の土

石流災害は、標高そのものはカリプ海に面している

ため高くはないが、ラコスタ山脈からの渓流よって

カリプ海沿岸に形成された極めて小面積の扇状地に

形成された都市が被害を受けたものである。

2.集中豪雨の概要

誘因となった集中豪雨は、約20日間も同国のカリ

プ海沿岸部にそって停滞した寒冷前線によるもので

ある。この降雨量による観測記録は観測所が今回の

土砂災害によって破壊流出しているため少ないが、

国際空港マイケティアの雨藷観測所のデータでは、

12月16日の日雨岱が410.4mm、14日～16日までの3

日間の連続雨泣が911.1mmとなっている。なお同地

区の48年間の平均降雨批は523mmである（図-2)。

このマイケティアの雨虻観測所の標高は40mであ

り、サン ・フリアン及びカムリ ・チコ渓流の流域の

中央地点の標高約800mの降雨は日雨乱でマイケテ

ィア観測所のそれの約 1.5倍の値が得られており、

降雨強度及び連続雨紐ともに観測記録値よりも大き

かった可能性がある。

3 サン ・フリアン渓流における土石流災害

地形的には花滴片麻岩より構成される標高約

2,500mを越える悔岸山脈がカリプ海に急激に落ち

込むところであり 、当渓流はほぼ南北に長さ約

10kmの区間を急勾配となってカリブ海へ流下 して

いる。このため、山地は急激な地形脱析が見られ、

mm 
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図•2 降雨塁
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Total:l.240mm 

12/5 12/10 12/15 12/20 

観測所 ：マイケティア

年間平均降雨量： 523mm

ほぽV字形の谷地形が発達するとともに、カリプ海の

海岸線に沿って渓流からの土砂流出により約4~5゚の

勾配を有する扇状地が形成されている。

| 

サンフリアン渓流は、流域面積約20haで概ね南北

に流下する比高差2,500m、約長さ10kmの渓流であ

り、扇状地での土石流は扇頂部において土石流の堆

9:J：石潤フロント

咋浚フロントの心

lしたコンクリートのビル

紐紐唇晨慧沿望百 嘩＇点の土石漬フロントの堆積

罰`謬鬱(f)±石流フロ／卜の壌柑

角ぃ疇、公・ ^ ≫| 

図3 サン・フリアン渓流の土石流の氾濫堆租状況
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写頁•1 サン・フリアン渓流の土石流堆積状況（下流より）

積が始まったため、概ね3流路に沿って流下 ・氾

濫 ．堆積している（図3、写真-l)。その氾濫堆積

土盈は約1,627,000m＇、土石流の氾濫堆積面積は扇

頂部から海岸線まで1,750m、幅約500mにわたる約

0.6km'に達する。大転石から構成される土石流フロ

ントの堆積が椋硲20m、40m、50m及び110mの4箇

所で見られており、土石流の流下は少なくとも複数

回の流下があったことが推察され、地元の開き込み

調査によると3同にわたって土石流が発生したこと

が確認されている。

土石流の堆積は、標高20m以卜.では巨石の堆積が

一部には見られるものの、砂が多くなり、巨礫は標

裔20m以上で堆積している。標高125m以下が土伍流

の堆積区域であり、それ以上の標高では河床洗掘現

象が見られ、所によっては古い河床堆積物のIOm以

写真•2 サン•フリアン渓流の士石流堆積による達物の被害状況
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写只3 サン ・フリアン渓流の土石流により被災した

コンクリートの建物

上もの佼食が見られている。

土石流の堆積に伴う氾濫は、川道屈曲部、既設流

路工の屈曲部、流路工の落差エが設窟されている河

床勾配の変化部で発生しており、土心流は、この堆

積氾濫により方向が4方向に別れて流下している。

土石流の流批はその痕跡より942mi/secと推定され

ている。

土仕流の氾濫により、扇状地上の建物は破壊ある

いは埋塞をしており（写真-2)、この中で土石流の

直撃を受けた8階建てのコンクリートのピルがある。

この建物では片側の3階部分までが失われ、上部階

の床が垂れ下がった状態となるとともに、 3階まで

の壁が完全に消失し、2階部分に約4m径の大転石の

残存が見られ、土石流の流下が激しいものであった

ことを伺い知ることができる（写真-3)。

4 カムリ・ チコ渓流における士石流

災害

カムリ ・チコ渓流は、サン ・フリア

ン渓流の西方に位匠する流域面積が約

IOhaで、概ね南北に流下する比高差

2,300m、長さ6kmの渓流である。標高

250m~ 140m地点においては概ね南北方

向から東西方向に流下方向を変化させ、

災害後の海岸線より1,400mの距離に位

骰する沿jさ約30mの片岩から構成され

る滝を介在して、南北方向に流 F方向

を変える。

地形的にはサン ・フリアン渓流と同
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写真4 カムリ・チコ渓流の土石流堆積状況（下流より）

図•4 カムリ・チコ渓流の土石流の氾濫堆積状況
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じであるが、流域面秋が小さいこと及び流

域のL.IJ体蘭析がサン ・フリアン渓流に比較

してそれほど進行していないため、この地

区の扇状地の面積は小さい。土石流はU字

形状をなす渓流中内で堆積を始めたため、

サンフリアン地区と相違して単一の流路に

沿って流下 ・ 氾濫 ・ 堆積している（写真—

4)。その堆積証は730,000m'、堆積面積は

0.23km'と推定されている。このため海岸

線は沖合いに約100m前進している。

土石流の堆積は、標高20m、70mの2箇所

であり 、前者は渓流幅が急激に拡大する地

点で、後者は河床勾配の変化点となってい

る。このことからカムリ ・チコ渓流では土

石流の発生は2波以上が発生、流下したと

推定されている。当渓流の土石流の堆積は

扇状地の扇頂部に達する渓流部内で発生し

たため、極端な流路の首振り現象は見られ

ず、土石流の主な流下方阿は一方向だけと

なっている（因-4)。標高70mから下流地点

では片岩から構成される巨石が見られるも

のの、その数は少なく、堆積は粒径の小さ

な砂裸が多くなっている。

土石流の洪水痕跡から土石流のビーク流

菰は312m'/secと推定されている。これら土

石流の流下温は14％にも及ぶ崩壊面積率の

山腹崩壊から406,000面が、河道侵食により

273,000m'が発生したものと推定されている。

5.あとがき

今厠の土石流災害は、砂防施設の整備さ

れていない都市化された扇状地で発生した

典型的な都市化災害であると言われてい

る。扇頂部の渓岸をみると過去の土石流に

よる堆積面が数面観測でき、当地区が土石

流災害を受けやすい特性を有していること

が判る。今回の災害を通して過去の地形開

析及びその発達過程を検討して災害発生の

頻度、規模等の評価を行うことの重要性を

一段と強く感じた。現在、日本チームによ

りその復典計画が警戒避難体制などのソフ

ト対策も含めて提案されている。今回の土

石流災害からの早急な復興を祈念する次第

である。
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有珠山2000年噴火と砂防のとりくみ

1.はじめに

2000年3月31日、有珠山が23年ぶりに噴火して4ケ

月が経過した。当初は大々的な住民避難が実行され、

マスメディアにも多様に紹介された。その後、徐々

に噴火活動が沈静化 し、7月10日には火山噴火 f知

連絡会による統一見解で、「深部からのマグマ供給

はほぼ停止して」いると発表された。現在では最も

長期間避難指示が続いた洞爺湖温泉町のほとんどの

区域で避難指示解除が実行され、復典に向けての行

動が始まっている。

（財）砂防 ・地すべり技術センターは、哨火後ただ

ちに有珠山対策プロジェクトチームを組織した。さ

らに建設省、北海道開発局、北海道で構成される土

砂災害対策専門家チームの一貝として、4月1日から

職員を現地派遣し、当初からの明火災害対応に携わ

ってきた。また、北海道からの委託により 、有珠山

土砂災害対策検討委員会を設置して緊急土砂災害対

策について検討している。

本文では有珠山の状況がその後どのようになって

いるのか、有珠山で砂防がどのような役割を果たし

ているのか等について紹介する。

写ロー1 金比羅山西山火口群 (4月29日、土砂災害専門家チー
ム撮影）

＊ （財）砂防 ・地すべり技術センター砂防部技術課長

1 十勝岳1926年の火山泥流や有珠山1978年の降雨によ

る二次泥流（土石流）など、従来砂防で用いてきた「泥流J
との混同を避けるため、今回のような火口流出型の細粒

火山噴出物と水との混合流体をI熱泥水」と定義する。
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2.有珠山噴火と災害対応の経緯

3月28日から 山体直 卜0刃也震回数が急増し、気象

庁は過去の事例を踏まえて早々に緊急火山情報を発

表した。 1977年8月6日の哄火は火山性地裳の発生か

ら6時間で山頂噴火に至ったことが重視されたため

である。防災関係各機関が哄火を前提とした体制に

入る中、建設省砂防部ではすでに検討されていた火

山災害予想区域図や整備中の土砂災害監視システム

の状況を確認するとともに、情報収集に当たった。

当センターも建設省からの依頼を受けて、全面的な

協力体制を取った。

3月31日午後1時10分ころ、山体の西側にある潜在

溶岩ドームの西山西麓で水蒸気燥発が発生し、噴火

が始まった。地域住民は全て避難済みだったため、

人的被害を受けることはなかった。

現地には政府関係省庁合同災害対策本部が設置さ

れ、内閣危機菅理室が現地入りして直接の対応を行

った。有珠山では1977年噴火による降灰地で泥流 ・

土伍流が多発して土砂災害が発生したため、建設省

砂防部は今回も同様の災害発生を懸念して咬火当初

から職員を派遣して対応に当たった。有珠山土砂災

害対策専門家チームが結成され、ヘリコプターによ

る現地調査を行い、二次泥流などの土砂災害に関す

る情報を発信し始めた。

噴火活動は有珠山の西側に限定されてきたことか

ら、その反対側にある伊達市長和地区の避難指示が、

まず解除された。火山災害の安全を確認しつつ、

次々と有珠地区、壮瞥町滝之町などが立ち入り可能

となった。その中で、虻田町は全域が避難指示区域

としてしばらく継続した。全町民は周辺町村に分散

して避難したが、役場も盟浦町に仮庁舎で対応に当

たらざるを得ない状況であった。

4月6B、金比羅山北西斜面に形成された火口群か

ら熱泥水＇が流出し始めた。専門家チー ムはヘリコ

プターからの視察によって、この状況を把握したが、

流出した熱泥水の規模は小さく、 1977年噴火後に整

備されていた西山川流路工内を湖まで流れた。しか
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し、8日の空中視察で、流路工の上流側が閉塞して

いるのが発見された。さらに9日には西山川右岸へ

の氾濫が確認され、l0日になると国道230号木の実

橋と町道こんぴら橋が泥流によって流出した。この

ような火口からの熱泥水の流出はその後も断統的に

発生し、 5月4日には新しく形成された火口（現K-B

火口）から流出した泥水が右岸側にあふれた。（写

真ー2)

写ロー2 西山川流路工を埋塞した熱泥流堆積物(7月12日、安繋
寺撮影）

これらの状況は専門家チームのヘリコプタ ー観測

で確認され、毎日チームレポートの形で公表され続

けた。

唄火による降灰で心配されたのが、降雨によるニ

次泥流 （土石流）2である。と くに降灰位が多いと推

定される火口群周辺から流れ出る板谷川と西山川が

注目された。

4月20日に開催された第1回委員会の翌日、低気圧

の影秤によって西胆振地方に大雨警報が出された。

土砂災害対策専門家チームは、委員会で提案された

二次泥流発生基準雨茄に準拠して、臨時に設置され

た板谷川降雨計の情報を関係防災機関に提供し、さ

らに降雨が止んだ後には現地河川の土砂流出状況を

調査して、二次泥流発生の有無を報告した。この後、

気象台から大雨に関する予警報が出されると 、同様

の対応をとっていった。

噴火活動は西山西麓と金比羅山西北部で継統し

た。当初よりこの一帯において多くの火口を形成し

ていたが、7月になると西山西麓においては1個所、

2 今回の噴火前に作成されていた有珠山火山防災マッ

プの表記にしたがって、ここでは降雨起因の土石流など

の土砂流出現象を指す。

"＇’ ＊ 
金比羅山麓では2個所に活動火口が集約されてきた。

そしてこれらの活動火口からは明石の放出が主体と

なり 、それも徐々に間歌的になっている。

山体の隆起、断陪などの地殻変動は、マグマの上

昇や溶岩ドームの形成に伴って顕著になる。 1977年

噴火時には山頂カルデラ内に有珠新山と命名された

溶岩ドームが形成され、とくに北側山麓部で断層群

が形成された。今回は、西山西麓がもっとも顕著に

地形が変化した。建設省土木研究所が4月26日に撮

影したレーザープロファ イラーの解析によると、噴

火直前の地形との比較で、板谷川流域の中問部で約

65m隆起して、流域が上下流に分断された。その周

辺には多数の断咽が形成され、湖側は南落ち、噴火

湾側は北落ちの断層群で岡田 弘北大教授の説明で

は「地溝帯（グラ ーベン）」ができたということで

ある（写真一3)。

： 
写真ー3 板谷川上流の断層群とグラーペン(7月12日、安蓑寺撮

影）

図ー1に断層系、火口丘、降灰分布を示す。表＿l

に明火活動の概略経緯をまとめた。

3.土砂災害緊急対策

有珠山土砂災害緊急対策は、以ドの検討課題を与

えられ検討をしている。

①噴火活動の影響によって不安定化した流域斜面で

発生するの二次泥流（土石流）危険度を予測し、

警戒避難など防災対応の基準となる雨最を設定す

る。

②二次泥流（土石流）による被害などの影野範囲を

予測し、危険区域を設定する。

③これら土砂災害に関する情報を関係各機関に提供

し、適切に運用するための方法を検討する。

④実施可能な緊急ハード対策を検討する。
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表ー1 有珠山2000年噴火活動の概略経紺

月日 火 山活動状況等 I 
3月27日 〇火L1.J性地震の多発。

-29日 C)地震回数が急増。 28日：数回／時間 → 29日：約15回／時間

30日 〇有珠山山体や山麓付近で断層や地割れ群等が確認される。

31日 〇断層群の拡大や新たな亀裂、地殻変動が確認される。

〇噴火 ：13時10分頃、西山西鷺にて水蒸気爆発。

4月1日 〇再咬火 ：西山西麓付近で耳噴火。

〇噴火 ：金比羅山の西側山腹から新たな咬火。

〇熱泥水発生 ：金毘羅山の中腹から洞爺湖温泉街方向へ小規模な熱泥水発生。

2日 C)再噴火 ：金比羅山匹側山麓で再噴火。

3日 〇西山西麓の火口付近の畑で複数の断層群の発達を確認。

4日 〇熱泥水発生 ：噴火に伴い熱泥水が発生。ふもとの温泉街に達する。

〇金比羅Ll.J西側山麓の火口と西山西麓の火口のほぼ中間から新たな噴煙。

5日 〇金比羅山の南東側から新たな噴煙。

〇火山噴火予知連絡会統一見解発表 ：溶岩ドームの出現、それに伴う火砕流や火砕サージが懸念される。

6日 〇金比羅山南東の火口など数力所で小規模な泥流跡を確認。 | 
7日 C)活発な噴火活動が断統的に統く。

-11日 〇熟泥水によって、西i.LJ!IIでの土砂堆積が進む。

12日 〇火山噴火予知連絡会統一見解発表 ：現状と同様の水蒸気燥発等の継親が予想される。 I 
13日～ 〇活発な噴火活動が断続的に綬くが、爆発の強さや頻度、噴煙星は次第に低下する。

5月2113

5月22日 〇火山噴火予知連絡会統一見解発表 ：噴火が終息に向かう可能性がある。

5月23日～ 〇消長はあるものの火山活動に大きな変化は見られない。

6月11日

12日 C)火山観測情報第275号 ：5月22日の統一見解発表以降、i肖長はあるものの火山活動に大きな変化は見られず、統一見解の範

囲内で推移している。 このままの傾向が粒けば、喰火が終息に向かうpr能性がある。しかしながら、現在の活動火口周辺

に影響が及ぶ規投の爆発が発生する可能性は当分絣くと考えられる。

6月13日～ 〇断続的な噴火活動が継続。西山西麓での隆起が徐々に鈍化。

7月9日

7月10日 〇火山哄火予知連絡会統一見解発表 ：深部からのマグマの供給はほぼ停止しており、一連のマグマの活動は終息に向かって

いると考えられる。
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これらの課題の解決にあたって砂防、火山、防災

などの学識経験者、専門家からなる「有珠山土砂災

害対策検討委員会 （委員長 ：新谷融北海道大学大学

院教授）に助言と指都を仰いだ。さらに現地の状況

変化に即応して土砂災害情報などを運用し、対策を

実施するため、機動的な幹事会（幹事長 ：中村太士

北海道大学大学院助教授）により検討した。

3.1 第1回委員会と前後の状況

第1回委員会 ・幹事会は、 4月20日に開催され、ヘ

リコプターによる現地状況把握の後、明火活動によ

る降灰状況と二次泥流発生危険度、二次泥流発生警

戒避難基準雨盤、今後の対応方針などについて討談

された。委員会検討結果は、ただちに現地対策本部

に伝えられるとともに、マスコミにも公表され、 土

砂災害に関する情報が広く地域住民にも伝わること

が考慮された。その内容は、以下のとおりである。

①砂防 ・治山による緊急的な対応について検討を始

めた。

②火口噴出物である火砕物の堆和により 、次の出水

期には士砂の流出が予想されるのは、板谷川、西

山川である。

③板谷川の対策について ；上空ヘリコプターからの

目視によれば、虻田インター直上流部が地形的に

も緊急遊砂地を建設することが可能と考えられる

ところから、立ち入り制限区域内での緊急対策工

事の可能性の検討を各機関に依頼 した。

④西山川の対策について ；西山JIIでは熱泥水が流下

したが、砂防ダム、流路工によって安全に湖に流

すことができた。しかし現在、市街地の一部に火

砕物と熱泥水があふれている状況を考えると、流

路工肉に堆積している土砂等の除去について、そ

の技術的可能性の検討が必要と考えられる。

委員会の提案を受けて、建設省と北海道は緊急対

策の実施を決定した。板谷川においては既設遊砂地

の除石を実施していたが、加えて国道230の虻田IC

上流側に緊急遊砂地の建設である。この地区は噴火

口にも近く、降雨による二次泥流が直接流出する瑞

所でもあるので、作業の安全を考應して象仙普野岳

で実用化された無人化施:.L技術による土砂の掘削 ・

運搬作業が実施されている（写真一4)。

その直後の降雨に対応して、二次泥流発生基準雨

量が検討された。 1977~81年に有珠山周辺の渓流で

発生した二次泥流について、最大時間雨飛と連続雨

写頁ー4 板谷川の無人化施エクローラダンブ (6月16日、安蓑

寺撮影）

菰を整理した。第1段階として、 二次泥流発生実績

の最小値である1時間5mm、連続雨量20mmを碁準

雨巖として採用した。この基準値は状況変化に柔軟

に対応させるため、降雨と二次泥流の発生状況に応

じて再検討し、適宜見直すことを前提としている。

なお、基準雨量の検討に当たっては札幌管区気象台

と連携して、気象予報にも反映させて情報の統一を

図った。

その後、7月中旬までに19回の降雨があったが、 4

月21日の降雨（伊達観測所で最大1時間雨最13.5mm、

連線雨址77.5mm)を除いて大きな降雨は経験しな

かった。同時に二次泥流の発生は観測されていない。

このような状況を踏まえて、 6月2日には板谷川の基

準雨砿を時間10mm、連続50mmに引き上げた。

3.2 第2回委員会と前後の状況

6月7日になると5月22日の噴火予知連統一見解を

踏まえて、虻田町の噴火湾に面したかなりの地区が

避難解除となり、多数の住民が帰宅することとなっ

た。その内、泉地区と入江地区の一部は板谷川沿）II

にあり 、二次泥流が発生して氾らんすると何らかの

影響が生じるおそれがあった。

このような事態に対処するため、第2回委員会が

開催された。委員会における検討課題と提案は以下

のとおりである。

(1)最近の火山活動状況と火山活動に対する避難区域

の段階的解除状況を考慮して、板谷川において降

雨時に二次泥流の危険性がある場合に、地域住民

が避難し、あるいは警戒、注意すべき範囲につい

て検討した。

(2)板谷川の危険区域について
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①板谷川は上流の降灰と地殻変動によって、大雨

時に二次泥流が発生する可能性が残っている。

②二次泥流による危険区域は、土砂災害対策チー

ムによる現地の地形状況調査、過去の実績

(1978年10月24日）、数値シミュレーション結果

を総合的に判断して決定した。なお、火山活動

に対するカテゴリー区分とは異なることに注意

する必要がある。

③二次泥流の速さや現地の状況を考えて、避難を

呼びかけることが適切な区域と、 二次泥流への

警戒や注意が必要な区域に区分する。

④二次泥流に対する警戒や避難の基準となる降雨

は時間雨益10mmまたは連続雨塁50mmを適用

する。基準となる降雨盪の改訂は、今後の降雨

状況や火山灰の性質調査に基づく 二次泥流発生

メカニズムの検討、降灰分布調査などに基づい

て判断する。

(3)虻田町への情報提供について

①委員会では事務局である北海道に委員会の検討

結果をすみやかに虻田町に提供し、また関係機

関とも調整するよう依頼した。

②虻出町では提供された情報に基づき 、適切な対

応をとるよう依頼した。

(4)有珠山周辺地域の土砂災害対策について

①有珠山周辺の山地、渓流における土砂災害対策

を、治山 • 砂防等関係各機関が、 それぞれの分

担範囲において連携を固って進めるよう依頼し

た。

3.3 第3回委員会と前後の状況

7月に入ると火山活動はさらに落ち着きを見せ始

めた。懸案であった洞爺湖温泉町の避難指示も噴火

口から離れている東側の地区から徐々に解除されて

きた。 7月10Bに発表された噴火予知連の統一見解

は、避難指示解除に拍車をかけた。 7月19日には西

山／1|の哨火口周辺地区以外は立入規制が解除され、

また湖岸を走る国道230号の通行規制も解かれ、温

泉街の復旧が急速に進んだ。

洞爺湖温泉街に人々が戻ってきたことを受けて、

第3回委員会が開催された。委員会では、最近の有

珠山噴火活動状況と避難区域の解除状況を考慮し

て、洞爺湖温泉街に直接入り込む、西山）I/、小有珠

JI/、小有珠右の川における土砂災害の危険性につい

て検討した。その結果は以卜の通りである。
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写真一5 第2回委員会開催状況 (6月22日惣田撮影）

(1)西山川では、金比羅火口群の形成、火山灰や噴石

の堆積、地殻変動などによって土砂災害の危険性

が極めて高い。すでに熱泥水が流下し温泉市街地

の一部にあふれて建物などに被害を与えた。西山

川では、大雨時に泥流の発生が予想され、流出土

砂が温泉街に没れるおそれがある。この泥流災害

防止のため避難の呼びかけが必要であり、その範

囲は小有珠川流路工から西側で、洞爺湖協会病院

付近までの区域である。

(2)小有珠川と小有珠右の川は西山川に比べると危険

性は少ない。両渓流に建設してある下流の砂防 ・

上流の治山施設群が降雨型泥流の発生に対して所

定の機能を発揮するものと考えられることから、

現状では温泉街に泥流があふれる危険性は比較的

少ないものと考えられる。しかし、大雨時には、

上流の亀裂 ・崩壊の拡大や哄石丘の崩壊によって

泥流発生も予想されることから、これらの監視と

ともに、状況変化によっては新たな避難範囲の検

討も必要である。

(3)降雨型泥流に対する警戒や避難の基準となる降雨

は、時間雨歪10mmまたは連続雨嚢50mmを適用

する。基準となる降雨紐の改定については、今後

の降雨状況や火山灰の調査および二次泥流発生メ

カニズムの検討などに基づいて判断することとな

る。

委員会の提亘により、北海道は検討結果をすみや

かに虻田町に提供し、また関係機関との調整するこ

ととなった。直ちに合同防災会議に報告され、各機

関が連携をとりながら、対応することが決定された。
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4.火山砂防の新たな展開に向けて

以上のように有珠山土砂災害緊急対策では、火山

活動や地殻変動状況の変化とそれに合わせた避難行

動など防災活動に対応して、即応的な判断と効果的

な対策の実施がなされたと思う。以下に今後の展望

を述べる。

有珠山1977年は山頂明火であった。 16-17世紀に

は噴煙柱崩壊型の大規模な火砕流が発生した。この

ような事実に基づいて有珠山火山災害予想区域回が

検討された。2000年哨火は、今後の有珠山火山防災

にどのような解釈を与えるのだろうか。

一つはハザー ドマップである。今までのマップは

想定される最大規模の現象で引き起こされる範囲を

ゾーニングしていた。その範囲は山頂火口で噴火が

発生した場合が最大である。 2000年噴火では山体西

側に活動の集中がみられた。その活動域は限定的で

あり、想定されていた噴火位置の境界付近であった。

この事実は今回、東側の地域（例えば伊達市や壮瞥

町で）で早期に避難指示が解除されたことにも繋が

る。

地元感情から考えれば、次期哄火の発生域と規模

がある程度予想されるのなら、これからの復興と開

発に自信を持って投資できるはずである。ところが

今回の噴火では、事前に積み重ねられた準備と素早

い対応とによって、人的被害を免れたものの、少し

でも麒甑があれば、国道230号という公共施設の直

近における噴火による犠牲者は免れなかったものと

想像される。

有珠山周辺の土地利用は、まさにそのような状態

の中で展開されている。冗談とも本気ともつかず、

1977年咬火が収まった後、凡そ20数年といわれる咬

火間隔が残り少なくなると、 「次は温泉街の真ん中

かも知れない ・・・ 」と考えた人は少なくない。

1999年に公表された雌阿寒岳ハザードマップが従

来のマップに比して特節されるのは、噴火規模に対

応したハザードエリアを示したことである。有珠山

の新しいハザードマップにも同様の概念があてはめ

られるだろうか。有珠山ではより詳細な表現が期待

されるが、地蔑計などの情報により噴火発生位置が

特定できたとしても 、噴火規模が発生直前にでも判

明することは困難と考えられる。地域住民が現状マ

ップと比べて納得するものを作成することを検討す

べきであろう。

有珠山のようにわずか60年程度の間に3回の噴火

1111 ＊ 
を経験するということは非常に希といわねばならな

い。そのような経験を積んだ人々が火山とうまくつ

きあい、安全な生活基盤を得るためには、防災事業

とりわけ砂防事業の果たす役割が大きいと考える。

前回の唄火後には有珠山周辺の渓流において治山 ・

砂防事業が和極的に進められ、早期の植生回復や土

砂災害に対する安全確保がなされた。また砂防施設

が建設されることによって、そこに防災空間が保持

されることになった。噴火活動の合間の静穏期にも

これらの施設や防災空間を活用しながら、火山防災

啓蒙を図ることは大切であろう。

今回の噴火は規模も小さく、人的被害も無い状況

で復興に向かおうとしているが、次の噴火に備える

場合には、有珠山周辺が火山災害に対して危険な地

域であることを再認識して、抜本的な土地利用のあ

り方やまちづくりについて、地域住民の声を聞きな

がら明日の火山防災を熟考する必要があると考え

る。
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三宅島2000年火山活動とその対応

（財）砂防 ・地すべり技術センター 総合防災部・三宅島プロ ジェクトチー ム ＊

はじめに

三宅島は東京南方約200kmに位置する活火山であ

り、1085年以降、1983年の噴火まで少なくとも 14回

の唄火記録が残されている（気象庁，1996)。20世紀

に入り 1940年、1962年、1983年と22年周期で規則的

に噴火を繰り返していることから、次期噴火はおお

よそ2005年程度に発生する可能性が示唆されてお

り、東京大学地震研究所、気象庁、防災科学研究所

等が観測強化を行っているところであった。

2000年6月26R夕方の群発地擬活動に始まった今

回の火山活動は、時間とともに規模、影響範囲が拡

大し8月29日早朝には三宅島北東部海岸線にまで達

する火砕流が発生した。これを受け、8月31日の火

山噴火予知連絡会のコ メントでは火砕流の危険性が

改めて指摘され、9月1日～3日にかけて防災 ・ライ

フライン保持関係者をのぞく全ての島民の島外避難

が実施された。

また、東京都は三宅島全域に降り積もった火山灰

に起因する泥流災害に対応するため、土嚢等による

応急対策や泥流センサーの設置とともに、泥流発生

基準雨最の検討を行い、暫定値による基準雨岱の運

用している。

本報告では、三宅島2000年火山活動の時系列をと

りまとめ、今回の火山活動の特徴について整理する。

また、上空からの斜め写真を用いて現在の三宅島の

状況についても報告を行う。

1.三宅島の火山活動履歴

図 2に有史以降における三宅島の噴火実績図（津

久井 ・鈴木，1998)を示す。有史以降の明火活動は、

山頂から北～東南東、西～南南西方向の山腹におい

て割れ目火口を形成し、激しい浴岩の流出およびス

パッターの噴出をおこなう特徴が認められる。また

標高240m以下から海岸線付近では水蒸気爆発が発

＊関菊井、伊藤、松木、片嶋、平川（総合防災部）

松井、向井、山内（砂防部）
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図＿l :::宅島位置図

図-2 三宅島における歴史時代の溶岩流（津久井•西村、1988を籠路化）
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地震発生回数のピーク

i9:33 緊急火山情1i111118

20:45三宅島災害対繋 部設置
21:10阿古地区避HSt
21:39坪田地区避籟 告
21:54三池地区避穀勧告

J/8, 18:41頃第 1回目の水蒸気燻発

鯰山山頂に大規撲崩壌発生

7/14-15. 2回目の水蒸気爆発

33時間噴火繕絞．＿火山灰放出量約300万t

1/26.台風楼返に伴う降瀾による泥流被害

柾敢神社の鳥居埋没．椙道寸断

8/10,06:10頃噴火．最初の火砕流が骰瀾される
涜走距闊約lkll,濱燿柱高度最大8,“心

8/13. 17 ;JO頃噴火阿古地区に泥雨．台鼠9号の接近

8/18,17:02頃よ•}噴火伊ヶ谷．村営牧場の噴石飛来
火砕流，御蔵島 八丈島でも隣灰確認

8/29, 04 :oo頃から噴火 島北東部で火砕況が海まで到達
11 :oo東京都が災害対策本郎設塁

14 :oo政府が非常災害対策本部設置

生しやすい（三宅村1994、気象庁，1996)。ま

た、噴火前後に地震活動を伴うのが特徴であ

り、 1983年の噴火では群発地震活動開始後約

80分後に咬火が開始した （宇平ほか、1984)。

これらの噴火癖を踏まえ、三宅村では1994

年に「三宅島火山防災マップ」を制作し、全

戸配布を行っている。三宅島火山防災マップ

では、側噴火の危険度を色分けでゾーニング

し、マグマー水蒸気爆発発生の危険区域を明

確に表示している。

9/1 島外望H呼びかけ （東京都）

4日までに防災関係者をのぞく全住民li!駐

9/5泥淀被害．村役増孤立

図-3 三宅烏2000年火山隕火災害の時系列

z
||
1
 

｀ 

図4 困源分布の推移（火山噴火予知連絡会資料に加筆 ・修正）

2.三宅島2000年火山活動のクロノロジ一

固-3に2000年9月9日時点における新聞、マ

スコミ報道およびインターネットで収集した

情報をもとに、今回の火山活動の時系列を整

理する。

6月26日18:30頃より無感の群発地縦が発生

しはじめ、地袋活動は増加傾向を示した。こ

れを受け19:30に臨時火山情報第1号が発表さ

れた。また、その3分後には緊急火山情報第l

号が発表され、噴火の恐れがあることが明示

された。

東京都および三宅支庁は、火山哄火予知連

絡会のコメントを受け、阿古地区 (2l :lO)、

坪出地区 (21:39)、二池はか (21:54)に相次

いで避難勧告を発令した。

圏-4に殷源分布の推

移を示す（火山噴火予

知連絡会記者会見資科

に加鉦）。マグマの移

動を示していると考え

られる鹿源分布は短い

時間に移動し、 27日

22:00頃には島の南西

部に移動した。また、

地庭活動は22:15頃に

活動のビークを迎え、

これらの現象を受け、

気象庁および火山哨火

予知連絡会は22:35に

行われた第3回目の記

者会見の際、島南西か

ら南東部における噴火

の可能性を示唆した。
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写真-1 6月27日の海水変色域の状況（気象庁ヘリより秋田大学

林信太郎助教授撮影）

その後マグマは北西方向へ移動し、 27日午前には

阿古集落付近を通過し、 27日午後には島西方海底に

達した。これに伴い、 27日08:30頃より ］4:30前後ま

で、阿古地区西方沖合約1.2km付近に海水変色域が

認められるようになった（写真-l)。火山哨火予知

連絡会11:30の会見においては、海底噴火が発生し

た可能性を示唆した。その後、据源分布は三宅島西

方海底に移動するとともに、マグマの活動度も衰弱

傾向を示し始めたため、28日17:20の会見において、

西側における噴火の可能性は残されているものの、

島東方および南側における唄火の可能性を否定し、

これを受け、東京都災害対策本部は28日16:00をも

って、坪EEi地区および三池地区など島の東～南東部

における避難勧告を解除し、同日夕方には事実上の

topia 

安全直言がだされ、避難区域はなくなった。

一方、7月4日頃より山頂直下付近を鹿源域とする

群発地震が発生し始め、火山観測情報第70号以降、

山頂唄火の可能性が示唆されるようになった。そし

て8日18:41に山頂火口の大規模陥没に伴い最初の噴

火が発生した。

その後、山頂における唄火活動は断続的に発生し、

8月10日には最初の火砕流が火口付近に流下した。

また8月18日にはこれまでで最大規模の噴火活動が

観測され、噴煙は高度8,000m以上に まで達 した

（臨時火山情報第15号）。その後、明火活動は断続的

に発生し、 8月29日早朝には三宅島北東海岸にまで

達する火砕流を伴う唄火活動が発生した。

8月29日の火砕流を伴う咬火活動を受け、火山噴

火予知連絡会は31日に記者会見を行い、従来からの

唄石、火山ガス、降灰および泥流に加え、29日に発

生した火砕流より「強い火砕流」発生の恐れを強調

した。

これを受け、東京都災害対策本部は、 9月1日

13: 15に島民の島外避難指示を呼びかけ、三宅村長

は災害対策基本法第60条による避難指示を実施し

た。また、島に残留する防災関係者等の安全確保の

ため、すでに設置していた咬石シェルターの他、東

海汽船のかとれあ丸をホテルシップとして停泊さ

せ、夜間の噴火活動および緊急避難に備えた。

一方、島内に堆積した火山灰により7月26日以降、

z

ー
—
丁
— ／こ

｀
 
．
 

図•5 写頁撮影方向（撮影日2000年9月9日）矢印は撮影方向を指している

降雨による泥流被害の

他、噴煙上昇に伴う局

地的な桜乱雲の発達に

よる泥雨泥流の発生が

観察されるなど、泥流

被害も深刻化している

状況にあり 、9月5日に

は、低気圧の接近によ

る比較的まとまった降

雨により三宅島を一周

する都道が各地で寸断

され、三宅村役場が一

時孤立する事態となっ

た。また、阿古地区に

おいては泥流により電

線が切断、停電状態に

陥った。
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3.三宅島の被害状況

2000年9月9日、三宅島の被災状況を把握するため、

ヘリコプターによる上空観察を行った。図-5に撮影

箇所を示す。

3.1 火山活動の状況

写真-2は、 三宅島北東海上から撮影したものであ

る。 山頂付近には白色の雲の他、灰色の噴煙が北北

西に流れており 、灰色噴煙の直下は降灰のため、視

界が悪くなっている。また、山頂には発達し始めた

ばかりの噴煙が認められ、断続的に爆発活動が継続

していることがわかる。

写真-3は、火口付近の状況を南西側から撮影した

ものである。山頂付近には小規模なガリ ーが多数形

成されており 、さながら阿蘇中岳や桜島の山頂部の

ような形状を呈している。写真-4は、南西部の村営

牧場の状況を示している。村営牧場の牛舎の屋根は

唄石により打ち抜かれてお り、その上を火山灰が厚

＜覆っている。また堆積した火山灰が流出して二次

移動したような流下痕も認められる（写真-5)。

写真-6に島の北北東側の神着美茂井上流部 （釜の

尻沢）における降灰状況を示す。この付近において

は8月29日に発生 した火砕流の流走域付近に位箇し

ているが、火砕流堆積物の顕著な堆積痕は認められ

ない。この付近に存在 している植生がなぎ倒されて

いるが、植生は最大傾斜方向に倒されていることか

ら、火砕流によるものではなく、降灰の重みで倒れ

たと考えられる。また家屋や植物が焼かれたような

痕跡は認められない。

今回の調査フライトでは明確な火砕流の堆積痕は

認められなかった。

なお、この火砕流に巻き込まれ、奇跡的に生還し

た美茂井の住人の体験談がインターネット上で公開

されているのでぜひ併せてご覧 頂きたい。

(http://www.miyakejima.net/0903/members/myaru2000 

0903.html#rept) 

3.2泥流発生状況

写真—7は島北東部、 赤場暁付近の泥流の氾濫状況

である。この地域は7月26日以降、繰り返し泥流が

氾濫している地帯である。写真-7より泥流は椎取沢

谷出口付近より大きく氾濫し、都道を寸断している

様子がよくわかる。また泥流の一郭は都道沿いに流

下し広がっている。

写真-2 北東方向から撮影した三宅島の頭火状況 (2000年9月9日）灰

色の火山灰を含む順煙が北北西方向に流れている。また山頂付

近において新たな唄煙柱が形成され，成長しているのがわかる

写真•3 雨西側から撮影した山頂方向。火山灰が断絹的に巻き上げられている。ま

た山頂都には浅いガリーが多数形成され，桜島や阿蘇中岳のようである

写頁4 村営牧場の状況隕石により牛舎の屋根が打ち抜かれている。

写真-5 村営牧場付近の火山灰の堆積状況。浅いガリーが多数形

成され．火山灰の二次移動があったことがわかる
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写 真6 神沼地区、美茂井上流部付近（釜の尻沢上流）における火
山灰の堆積状況。植生が一定方向になぎ倒されているため、
一見火砕流による被災域のように見えるが、倒木方向が火
砕流の流下方向ではなく、斜面の最大傾斜方向であること
から、降灰の重みによる倒木であることが判断できる。

写真—7 赤現暁付近における泥流の氾濫状況。泥流には低木から
なる流木が混在している。また、泥流堆積面には後続流
によると考えられる多数の削剥痕が認められる。

写真-8は地獄谷上流部の没食状況を示している。

ガリ ー浸食は平均lm程度であるが、部分的には3m

近くも洗堀されており 、1983年噴火より古い時代に

堆積したスコリア層がよく観察できる。

写真-9は、三池港に停泊中のホテルシップ「かと

れあ丸」である。

今回、降灰の影響により観察できなかった伊ヶ谷

地区等においても泥流発生の報告があることから、

三宅島全体における被害状況を早急に把握すること

が重要である。

4.今後の対応

現在の三宅島においては住民の島外避難が完了し

ている ことから、当曲の問題として、島内に残存し

ている防災関係者の安全確保と、ライフラインの維

持管理があげられている。前者に対しては、音もな

く流下する火砕流に対する安全確保ならびに泥流に

よる災害、さらには燥発的咽火活動に伴う噴石など、

多くの問題が残されている。
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写真-9 三池港に停泊するホテルシップかとれあ丸

写真-8 地獄谷上流域におけるガリー浸食状況。ガリーより数m

程度は植生が失われており、倒木と火山灰が堆積してい
るが、それより離れたところでは植生がまだ残存してい
る。初期にガリー付近に表面水が集まり、流木として泥
流内に巻き込んで流下したと考えられる。

よって、今後は泥流、火砕流等による予想影響範

囲をシミュレーションによって把握し、適切な避難

場所や避難経路を示すとともに、抜本的な泥流対策

について検討を進める必要がある。

また、火山活動終了後に住民が帰島した際にも 、

数年にわたり 、降雨観測時には泥流による避難が行

われることが予想されるため、現在運用している泥

流発生基準雨祉暫定値の見直しや、地形変化に対応

したハザードマップの提供等を行う必要があると考

えている。 （文責、伊藤英之）
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民間開発砂防技術（審査証明技術）の紹介⑰
喩

～地すべり抑止用鋼管杭の2段多条ねじ継手～

はじめに

（財）砂防 ・地すべり技術センターでは、建設省

の「民間建設技術の技術審査 ・証明事業認定規程」

（昭和62年7月28日建設省告示1451号）に荘づく建設

大臣の認定（平成2年2月1日建設省告示第 123号 ；

ギ成7年2月1日更新）を受け、民間における研究開

発の促進および新技術の建設事業への適正かつ迅速

な導入を図り、建設技術の水準の向上に寄与するこ

とを目的として、民間において自土的に開発された

砂防技術の内容に関して、技術審査証明を行っている。

このたび、「地すべり抑止用銅管杭の2段多条ねじ

継手」に関する技術審査証明の依頼があり 、審査証

明を行った。審査に当たっては学識経験者からなる

「砂防技術 ・技術審査証明委員会」（委員長 ：渡正亮

地すべり学会顧問）を設僅し、審議を進めた。

以下に、平成12年3月28日付で行った審査証明技

術の内容を紹介する。

1.依頼者

新日本製鐵株式会社

所在地 ：東京都千代田区大手町2丁目6番3号

株式会社クボタ

所在地 ：大阪府大阪市浪速区敷津東l丁目2番47号

2.技術の名称

地すべり抑止用鋼管杭の2段多条ねじ継手

3 開発の趣旨

近年、建設費縮減等の要求により 、地すべり抑止

工の経済性を追求するべく 、地すべり抑止用鋼管杭

の厚肉化、高強度化の需要が高まりつつある。その

結果、現場での溶接継ぎ杭作業において、溶接時間

の増大、溶接管理の難化、また、溶接技能者ィS足等

の問題が生じている。

これらの問題を解決するために、狭開先溶接法、

自動溶接法等の現場溶接技術の開発がなされてきた

が、現場継ぎ杭作業の更なる簡素化と信頼性向上を

図るために、 2段多条ねじ継手が開発された。

4.技術の概要

本技術は、地すべり抑止用鋼管杭の現場継手とし

て、従来の溶接継手に代えて2段多条ねじ継手を用

いることで、継ぎ杭作業の大幅な時間短縮と継手の

新日本製鐵（株）、（株）クポタ

航本1木

上部垣箸（上杭）

下部疸管（下杭）

図 2段多条ねじ継手の構成および各部の名称

信頼性向上が図れる現場継手に関するものである。

杭本体は490Nあるいは570N級鋼管を素材とし、2

段多条ね じ継手銅管には杭本体と同径の780N級銅

管を用いる。

2段多条ねじ継手は、継手鋼管に雄 ・雌の2段平行

ねじを加工した後、杭本体に工場にて溶接すること

により製作する。

2段多条ねじ継手の接続作業は、孔中に建て込ん

だ下杭上端の雌ねじ部にクレーン等でつり上げた上

杭下端の雄ねじ部を挿入し、人力にて上杭を数回ま

わすことで行う。

5 審査証明の結果

開発の趣旨、開発目標に照らして審査した結果、

2段多条ねじ継手は以下の通りであった。

(1) 2段多条ねじ継手の耐力と信頼性

2段多条ねじ継手の耐力は、適用対象とする杭本

体の耐力と同等以上であると共に、信頼性も高いと

認められる。また、杭の挙動は継手剛性の影響をほ

とんど受けないと認められる。

(2) 2段多条ねじ継手の施工性

2段多条ねじ継手の接続作業は、簡単な道具を用

いて雄 ・雌ねじの芯合わせを した後、回転治具を用

いて人力で上杭を数回転することにより行えるた

め、特別な技能や機材が不要であり 、短時間に行え

ると眩められる。
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砂防事業に関する費用便益分析について (2)

前回 (64号）では

1. B/Cと費用便益分析

2.防災事業の特性

3.土石流対策事業の評価

4.費用便益分析の内容

について述べました。今回は砂防事業が対象とする

被害の想定について、また環境の評価等について述

べることにします。しかしながら、被害については、

現在「土砂災害笞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Jが来年4月からの施行を目

指して、土石流 ・地すべり ・がけ崩れの危険区域の

設定および、それらの外力等について検討中です。

この検討と大いに係わることになると考えています

が、ここでは従来からの考え方で述べることにしま

す。

5.被害軽減効果便益の期待｛直化

前回の4.でも述べましたように、飼料工場の例

では売り上げという便益が長期間に発生し、一般に

割引率を考慮した便益が毎年計上されます。砂防事

業においても、その事業の効果は将来的にも発生し

表ー1 年平均被畜軽減期待顕算出表

流蓋 年平均 被害 区間平均

規模 超過確率 軽減額 被害額

Q。 No Do(= 0) Do+D, 

2 

Q, N1 D1 
D,+D2 

2 

Q2 N 2 D2 

Dm-1 + Dm 
Qm N,. Dm 2 

＊ （財）砂防 ・地すべり技術センター企画部次長

区間

確率

黒川興及＊

ていると考え、評価対象期間が設定されているのは

前回にも述べたとおりです。また、砂防施設建設後、

大きな降雨が無く 、土砂の生産流出現象が発生しな

いからといって、その施設が無駄だとは言えません。

それは次のように説明されます。

土砂災害はこの評価対象期間中に確実に一定の被

害をもたらすものではなく 、確率的な法則によって

被害が想定される「リスク」です。それ故に確率的

に定まる被害額をその確率で加重平均した「期待値」

で毎年の被害額とする扱いが止当化できます。

ここで、河川の洪水被害の例で、このことを説明

します。河川事業では 「治水経済調査要項」が昭和

45年にまとめられ＂ 、その後、治水経済調査マニュ

アルが作成され、洪水被害について以下に説明する

手法が採用されています。2)

河川は、特に大河川では流羹観測が長い期間なさ

れており 、水文統計解析により 、各流伍の年平均超

過確率が分かります。その内、洪水被害を発生させ

ない最大流屈を無害流柾 (Qo)として、それ以上

の流屈規模のいくつかで、各々の被害軽減額を求め

ます。それらの流鍼規模区間ごとに、区間平均被害

年平均被害額
年平均被害額の累計

＝年平均被害軽減期待額

d,= (No-N,) 
No-N, Do+D, d, 

X 
2 

d,= (N,-N2) 
N1-N2 

| 
D,+Di d I+ d 2 

X 
2 

む ＝（Nm-1-Nm)
Nm-1-Nm Dm-1 + Dm d,+d2 ・ ・ +dm 

X 
2 
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に区間確率を掛けて、区間平均被害額を求めます。

ある流量規模における年平均被害軽減期待額は、そ

の流慨までの区間平均被害額の累計になることが、

表ー1に示されています。

当然のことながら発生確率をどんどん低くする

と、大きな流屈になり想定被害額も大きくなります

が、治水事業として対応（ダム、堤防等のハード対

策で）できるのは、限界があります。それを事業対

象規模として、保全対象の重要度や、経済状況等を

勘案して定められます。日本の河川事業では、河川

の重要度に応じてこの計画規模が決められています。

改めて表ー ）を見てお分かりのとおり、河川の洪

水は流涵規模に応じて、計画規模の洪水 (Qn,) ま

で、中小の洪水の発生を考えているということです。

つまり被害が想定される洪水現象が一つではなく 、

大中小の洪水の発生を想定しているということで

す。従って、河川事業で計画規模の洪水までは防ご

うとしているわけですから、その年平均被害軽減期

待効果は、計画規模までの年平均被害額の累計であ

るということになります。

なお、もし表一lでQmを計画規模流益として、そ

れをJOO年平均超過確率として見て、無害流醤Q。が

IO年平均超過確率である場合と、 50年である場合を

考えてみますと、前者の方が年キ均被害軽減期待額

は大きくなります。それは、LO~IOO年でも、 50~

JOO年でも、区間平均被害 (100年被害の半分になり）

変わりませんが、区間の平均生起確率が前者では

9/100 (= 1/10-1 /I 00)になるのに対して、後者は

1/100 (= 1/50-1/100)に過ぎないからです。

このことから便益と して考えた場合、計画規模の

被害が同じなら、それ以下の被害の発生頻度が高い

場合の方が、被害軽減期待額が大きくなることが分

かります。このように年便益としての被害軽減期待

額は、その発生確率により大きく左右されることが

お分かりでしょう。

6 土砂災害の被害想定

次に河川の洪水被害に対して、砂防事業が扱う土

砂災害について考えてみます。砂防事業と一口に言

っても 、想定する被害形態は、水系砂防、土石流、

地すべり 、がけ崩れが対象とする被害は各々大きく

異なることは、読者の皆様も認識されているところ

でしょうが、事業評価の面から考えて着目すべき点

を以下に示します。
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1)水系砂防が対象とする被害

これは、砂防事業が対象とする河川の上流域から

の土砂流出により 、下流域の河川での洪水被害を増

大させる被害です。そもそも日本の砂防法はこの

「治水上砂防」を目的にして明治30年制定されてい

ます。＂

このような上流山地からの土砂流出による下流域

被害というのは、今日、砂防事業の進捗に伴い、大き

な被害はだんだん少なくなっています。しかしなが

ら平成7年の北倍越豪雨による姫川の災害は、この

ような被害が現在でも起こりうることを示しました。

水系砂防は主な水系（あるいは山系）ごとに、甚

本的に建設省直轄事業として対策を進めています。

そのような箇所では、砂防基本計画が策定されてい

ます。現行の計幽は昭和46年度に策定されている箇

所が多いのですが、この手法のポイントは、次のと

おりです。4)

・被害想定条件は計画雨星時における被害を算定す

る

・下流域への被害を考え計画対象流域の最下流端に

基準地点（計画甚準点）が設けられており 、ここか

らの最大洪水流砂量を設定している

このことから、河川のように洪水確率規模ごとの

被害を想定する形にはなっていません。しかしなが

ら、物理現象としては後述の土石流、地すべり 、が

け崩れとは異なり、洪水による下流域への土砂移動

による被害を水系砂防は対象としているため、河川

と同様な考え方で確率規模ごとの洪水被害を想定す

ることは可能と思われます。問題は、確率規模ごと

の土砂の影響をどう想定するかです。

上流域での降雨により 土砂が生産され流出して、

洪水とともに下流域に伝搬して行きます。従ってあ

る地点での流品は、その上流域の降雨に規制されま

すから、降雨の発生確率に骰き換えて評価できます

が、同じ流量だからと言って同じ士砂紐が流れてく

るわけではありません。上流域の降雨の時空間分布、

表層地笠の風化ステージ、森林の状況、 土地利用形

態等様々な要素で、土砂の流出形態は異なります。

単純に降雨確率によって下流域の土砂被害を求める

ことができないことは明らかです。しかしながら、

上述に示した被害軽減期待額を求めるためには、計

画規模以下の被害の想定を行う必要があり 、基本計

画手法もこの観点から工夫する必要があります。
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2)土石流による被害

土石流については、現行の河川砂防技術基準（案）

では、「土白流形態の土砂流出においては、土石流

が発生するかどうかが問題であり、その規模に中間

段階を想定することが困難であるため、原則として

想定される最大規模の土石流を対象に計画の規模を

定めるものとする。」としています。この表現から

も分かりますように、水系砂防と比べても 、想定さ

れる土石流規模以下の土石流被害を想定することは

困難です。

現在、建設省調査による土石流危険渓流は、 E本

全国で79,318渓流とされています。” これらは保全対

象人家が5戸以上等の一定の条件を備えているもの

で、それ以外を含めますともっとたくさんの土石流

の発生するおそれのある渓流はあります。

土石流の発生源による分類としては、

①L1.J腹崩壊や地すべりなどに起因するもの

②河床や山腹 （特に火山噴出物の堆積地での）

堆積物に起因するもの

があるとされています。6)

特に最近の土石流災害で多数の人的被害を出して

いますL1.J腹崩壊に起因した土石流は、地下水の挙動

によるものが多いと考えられています。そのような

場合、土石流は降った降雨の規模に応じて必ず発生

する、あるいは発生する土石流の規模が規定される

ということはありません。それ故、降雨発生確率で

土石流災害を評価するのは限界があります。

一方、 ②のパタ ーンの中で活火山地域での渓流で

は、年に何回も土白流が発生している所があります。

桜島、焼岳や、噴火直後の雲仙普賢岳では、ある程

度以上の降雨があると、必ず士石流が発生していま

す。活火山のように土砂の供給が無尽蔵にある渓流

では、 降雨確率規模に従って土石流流位を求められ

ると考えられます。しかしながら、火山活動の状況

により変化する土砂の移動現象の頻度を確率評価す

るまでには、現在のところ至ってはいません。

以上から、評価の対象となる土石流危険渓流にお

きましては、発生確率に応じた土石流被害想定は困

難な場合が多いと言えます。

3)地すべりによる被害

地すべりは、がけ崩れと同様、斜面の崩壊現象で

す。その動きは、移動速度に違いはありますが、斜

面が不安定化して移動プロックが形成され、移動を
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開始し、放置された場合にはその速度がだんだん速

くなり 、滑落に至るものも含めて、移動プロックが

安定するまで移動する現象です。

建設省調査で、地すべり危険個所は日本全国で

11,288箇所あります。地すべり対策事業は、牒林水

産省構造改善局 、同林野庁所管分があり、各々

4,281箇所と5,739箇所が調べられており、全部を合

計しますと21,308箇所にもなります。このうち、地

すべり防止法に基づき 、地すべり防止区域としてエ

事を行っている 、あるいは行った箇所は各省庁合わ

せて6,922箇所になります。

河川に沿った地すべりが滑落した場合には、河川

を堰き止め天然ダムを形成して、上流側を湛水させ

ます。それらが放置されますと、越流やバイビング

等により天然ダムが決壊して、下流に段波 ・洪水が

及んで被害を発生させる事となります。

現在の日本では、日常人々が生活する範囲での地

すべりは、地すべり観測および対策工事技術の進歩

により、崩落まで見ることはほぼ無くなったと言え

ます （地震によるものは別です）。 とにかく 、人の

住まない山奥を除き、地すべり変動が確認された場

合には、初期の対策が施され、地すべり変動を抑

制 ・抑止して行きます。また地すべり対策工事は、

その動きに応じて、その上事を評価します。すなわ

ち、計画安全率を達成するための全体工事計画が設

定されますが、その途中で地すべり変動が収まれば、

概成という判断をして、工事を中断するケースもあ

ります。

ところが、事菜評価においては、前回でも述べま

したようにwith/withoutの比較を行うことになり、

全く工事をやらない場合の被害を想定することにな

ります。前述してとお り、現実には、現在の日本に

おいては、地すべり活動を検知した場合に滑落まで

放置することはあり得ないのですが、滑落まで考え

た被害想定を行うことになります。このように滑落

まで想定した場合、それ以下の被害の発生頻度とい

うものを求められません。また、地すべりの性質に

もよりますが、毎年少 しずつ動くようなものもあり 、

このような地すべり地で道路の亀裂、家屋の破損等

の被害がいつも発生しています。

以上、地すべりは発生確率規模に応じた被害の想

定を行うのが極めて困難な現象です。
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4)が1ナ崩れによる被害

現在、日本全国でがけ崩れの危険な個所を急傾斜

地崩壊危険個所として、建設省調査で86,651箇所が

上げられています。これも土石流危険渓流と同梯、

保全対象人家5戸以上等一定の要件がつけらていま

す。しかしながら道路沿いのがけ地等を含めますと、

がけ崩れの危険個所は日本全国無数になります。

がけ崩れは、上述の地すべりと同様な現象もあれ

ば、それこそ斜面上にあった岩が落ちる落石現象も

含まれます。こうなると 、被害の発生確率を評価す

るのは、河川の流量規模ごとの発生確率を評価する

ような考え方では無理です。全く発想を変えて検討

する必要があります。

以上、述べてきましたとおり、 一口に土砂災害と

いっても、その被害の発生の形態は一様ではありま

せん。日常的に発生するような現象もあれば、めっ

たに発生しない現象もあります。

このような土砂災害に対して、事業評価を行うた

めには、従来から主な便益として被害軽減効果を計

上してきています。その上に年便益を求めることが

必要とな ったため、被害の発生頻度に着目して被害

想定を行おうとしているわけです。しかしながらこ

こで注意しなければならないことは、被害を受ける

対象についてです。

河川事業においては、洪水被害を受けても保全対

象物が確実に復旧するという考え方に立ち、現状の

査産の評価額を基準にしています。 i可川では、小さ

な洪水では家が流されるような被害を受けることは

なく 、床上浸水であったとしても畳の入れ替え程度

で復1Bします。また、家屋が流出するような洪水は、

発生確率が小さいのが一般です。従って、めったに

合わない災害を受けたということで、もとの場所に

家を建て直すことは現実的です。従って、常に同じ

保全対象がある状態で、様々な規模の洪水が発生す

ることを想定しても合理的であると言えます。すな

わち、100年超過確率規模の洪水が発生した翌年に、

10年超過確率規模の洪水が発生することを想定する

ことができるという考えです。

これに対して、そのような場所には本来家を建て

ないでしょうが、毎年のように土右流に見舞われた

としたら、住民は家を再建することはあきらめるで

しょう。このような場合には、家屋資産で被害軽減

期待額を出すことはできません。計画規模の被害の
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みを考えていた場合には、この点は問題になりませ

んでした。

たとえば、がけ崩れについは過去の災害調査デー

タから、降雨溢との関係を見ますと、降雨確率にし

て極めて低い値でも、災害が発生しています。土砂

災害が発生確率で説明することが困難なことはこれ

まで述べましたが、降雨を一番の誘因として発生す

るとしているため、その被害の発生を降雨確率に置

き換え、従来から説明しています。そうなると、現

状でがけ崩れは1年超過確率規模でも発生している

ということになります。

このような場合には、年平均被害軽減期待額は1

年確率から被害を想定できることになりますが、上

述したように家屋の再建が考えられない以上、この

ような想定はあり得ません。では、どの程度の頻度

から被害を計上するかということになります。 5年

ごとに被害を受けることが想定されるなら、人々は

住宅を再建しないでしょう。あるいはJO年ならどう

でしょうか。これでも頻度的に多いような気がしま

すが、都市近郊や山間の限られた土地なら、移転先

もないので、再建する必然性は高いとして、被害の

想定が許容されると思われます。

以上は、家屋を代表とする資産に対する被害を考

えていますが、土砂災害は人命に与える被害が大き

いのが特徴です。必ずと言っていいほど土砂災害で

は人的被害があります。この人的被害についてどう

評価するかが課題です。家屋のように再建を条件に

異なる被害確率で評価できるのとは、当然条件が異

なります。

また被害の発生頻度と家屋を再建する状況につい

て述べましたが、費用便益分析においては、対策施

設により保全対象を守る費用と、移転する践用の比

較が必要になります。この場合、可住地域の限られ

ている日本の状況をよく考えて、移転の費用を評価

することが必要になります。

このように、評価における土砂災害の被害想定は、

災害の発生頻度を知るための現象のメカニズムの解

明と、社会的ニーズ等を勘案して、本来は行う必要

があります。現在、これらの被害想定については、

水系砂防 • 土石流対策 ・ 地すべり対策 ・ 急傾斜地崩

壊対策の各々ついて、割り切った説明を検討してい

ます。その結果は別の機会に紹介いたします。
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7.貨幣価値のない便益について

被害軽減便益を家屋の賓産等で計上する手法は、

費用便益分析手法の中で「代替法」と言います。代

替法は次のように説明されています。

「事業の評価を、評価対象社会査本と同様な効果

を有する他の市場財で、代替して供給した場合に必

要とされる費用によって評価する方法である。評価

額は、適切な代替材が存在する場合は、対象となる

財 ・サーピスを他の市場財で代替するために必要な

潜在的支出額であり 、対象となる財 ・サービスの整

備が一定の被害軽減を目的とする場合には、回避さ

れる被書額となる。」"

この代替法で求められる被害軽減便益に対して、

砂防事業の環境保全効果についても着目されていま

す。特に同じ治水事業である河川事業が「河川法」

を改止して、河川環境の整備と保全を新たな河川管

理の目的として加えていることもあり 、費用便益分

析において環境便益の計測を行う必要があります。

ところが環境は代替すべき市場財がないため、その

評価に対して代替法は使えません。

これらの環境便益を計測する手法の一つとしては

CVM (Contingent Valuation Method：仮想市場法）が

あります。 CVMは非市場財の便益を計測する手法

の一つで、人々の支払意志額 (WTP: Willingness to 

Pay)をアンケート調査により開き取り計測するも

のです。事業実施の有無 (with/without)による変

化に対する人々のWTPは、消費者余剰として事業

の便益と言うことができ、このように評価対象とな

る事業のもたらす効果に対して、受益者が対価とし

て支払ってもよいと考える金額 (WTP)の合計値

をもって評価する手法がCVMです。河川環境整備

に関する評価も 、現在CVMを用いて検討を進めて

います。

CVMではWTPが年支払い意志額として求められ

るので、年便益として計上されます。このことから、

代替法で計上している被害軽減効果についても、今

回述べたとおり、確率規模に応じた被害想定が同難

で正当な年便益が求めがたいのなら、 CVMで評価

してしまうことも考えられます。また人的被害につ

いても、 CVMによって人命に値段をつける方法と

は別の観点で評価することができます。

すなわち砂防事業の保全便益として、事業実施に

より人命および賽産が守られ、地域が安全になると

いう人々の安心感向上効果として、CVMによりそ
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のための人々の支払い意志頷を計測する考えです。

これらについての調査結果やCVMの課題等につい

ては次回に紹介します。
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我が青春時代のセンター

中筋 章人

はじめに

最近の「SABO」の随想は、大変読み応えがあり

ます。渡辺さんのすさまじい体験談、廣住さんや

瀬尾さんの含密のある示唆に富んだお話、そして

土井さんの崇高かつ機知あふれるお話などです。

そんな中で、なぜ若競者の私が。いくらセンタ

ーの某編集委員に借りがあるからと言って「まる

で無謀というものではないでしょうか」と懇願し

ましたが、「まあ、誰もまじめに読んでないから」

という言葉に押し切られて書くはめになりました。

そこで、私が青年であった頃の楽しい思い出を

紹介してみたいと思います。

黎明期のビックプロジェクトその1

一仁淀川土砂災害対策委員会一

私は、昭和46年に現在の会社に入社するととも

に、全国の災害調査（といってもその多くが極め

て単純な崩壊地調査）に従事しでいました。

入社して3年たった昭和50年7月に砂防 ・地すべ

り技術センターが出来ましたが、ほぼ同時期の8月

に高知県の仁淀川で台風5号による死者72名という

激甚災害が発生しました。そこで、囚国地建（当

時の吉野川砂防工事事務所）の委託によるセンタ

ー最初の委員会「仁淀川流域土砂害調査委員会」

が発足しました。手元にある報告書の概要版をみ

ますと、武居有恒委員長をはじめ、奥田節夫 ・栃

木省ニ ・大平英輔各教授などからなる22名の委員、

近森専門官をはじめとする 14名の幹事、森係長

（現建設省砂防部長）をはじめとする6名のワーキ

ンググループという大所帯でした。ずいぶんはり

きってすばらしいメンバーを集めたのに、これを

運営するのが、発足まもないセンタ ーで谷勲さん

と榎本政雄さんのわずか2名で した。私も全面的に

調査査料作成に従事しましたが、5l年3月までとい

うわずか半年のエ期内で、仁淀川流域約1000km'を

対象に現地調査から空中縦横断測紐による土砂収

支、土石流危険度判定、降雨解析と危険区域の設

定というフルメニューをこなしました。

厳しい仕事が続いたため、もう調査会社（当時

はコンサルと呼べるものではなかった）もセンタ

ーとのつきあいもこりごりだと何度も思いました。

しかし、次に述べるメラビ火山の楽しい思い出の

おかげで今日までなんとか続けてこれました。セ

ンター最初の大仕事が信用を おと さずに無事に達

成された陰には委員長をはじめ委員の先生方、幹

事の方々 、そしてセンターと我々事務厨が一体と

なり、「センターを無事船出させよう 」という大き

な情熱があったことを忘れないでほしいと思いま

す。

黎明期のビックプロジェクトその2

ーメラピ火山マスタープラン一

昭和52年にセ ンターがまだ国内の業務を充分に

生産できる体制がととのっていないところにJICA

から「インドネシア国メラピ火山砂防基本計画策

定調査」という大裂プロジェクトが舞い込みまし

た。

ちょうど、鈴木宏さんと土屋昌平さんがセンタ

ーヘ入 られて担当されました。しかしお二人とも

海外プロジェクトはまるっきり初体験ということ

で民間コンサルタント5社からLO名以上の精鋭（？）

を集めてスタートしました。現地のジョクジャカ

ルタでは、コタバルのゲストハウスを借り切り、

常時LO数名が約3ヶ月間滞在しました。 2年目の昭

和53年には、黒川さんが新人職員としてやってこ

られ、ほかにも人数が増えたのでもう 1軒借りるよ

うになりました。

メラビ火山では、l930年に火砕流によって1400

人の死者が出たのをはじめ、1961年、1969年と連

続して大災害が発生していました。
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インドネシア共和国メラピ火山の熱雲 （マワンバナス）。
1984年6月15日インドネシア火山砂防センター職員撮影。

私の担当は、基本土砂泣の中でも計幽生産土砂

醤の算定でしたので、ラドゥ （大規模火砕流）、ア

ワンパナス（熱雲）、ラハール（火山泥流） 、バン

ジィール（洪水流）などといった堆積物の年代別

の分布状況を調べに、連日山へ入っておりました。

その時カウンタ ーパーツとして調査に同行したの

が、地質屋のスマルトノ（前バリ治水砂防事務所

長）、アグス（前砂防技術センター所長）、スパル

カ（現砂防技術センタ ー所長）などの若くて優秀

なインシニョ ールたちでした。またジャカルタの

浜守さんや渡辺さん、ジョクジャカルタの三島さ

んなど日本人専門家にも大変お世話になりました。

現地では、このように楽しくやっていたのです

が、大変だったのは、監理委員会の先生方がおい

でになった時です。武居先生、栃木先生はじめ松

林 さん西村さんなど壮々たるメンバーが入れかわ

り立ちかわりおいでになり、次から次へと思いつ

き(/)ような注文が出される(/)です。これを無事の

りきるのがいかに大変だったか……今思い出して

も冷や汗がでるところです。

なんだかんだとやりながらも 、一応マスタ ープ
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ランを作成し、最後にインドネシアに 1火山砂防

技術センター」が必要であるということを提言し

ました。その後この提言が実現し、日本とインド

ネシアの砂防のかけはしとして昭和57年から I5年

もセンタープロジェク トが続いたことは大変すば

らしいことだと思っております。

三羽烏とサンド会

昭和51年に松村さんが、53年に黒川さんが、 54

年に安蓑寺 さんがセンタ ープロパーとして採用さ

れ、ここに若手三羽烏が勢ぞろいしました。彼ら

が砂防の実務を6~7年経験した昭和59年頃に 自然

発生的に砂防が抱える諸問題に対して勉強会をや

ろうということになりました。ついては各コンサ

ルの元気のいい若手にも声をかけて、常時10~20

名からなる「サンド会」が誕生しました。サンド

会の名の由来はセンタ ーが砂土原町にあったこと

と、当時午前のみ勤務の第三土曜日の午後に集ま

ることにしたためです。

ここでは毎月松村会長、中筋懇親会長のコンピ

で午後2時から誰かが話題提供をし、みんなで「砂
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防の将来は」「砂防コンサルとは」「砂防のいいか

げんさ」などについて議論を重ねていました。と

くに上砂水理の専門家である宮本さん（現筑波大）

が入られた昭和61年には、みんなでH光の現場で

一泊し、平均粒径などいかに水理屋さんはいいか

げんかについて議論したことがなつかしく思い出

されます。宮本さんに議論で共けると、「女もくど

けなくて一人前の技術屋か」といって居直ったも

のですが、今年ついにこのセリフが言えなくなっ

てしまいました。若くオ長けた見目麗しき女性を

くどきおとされたことは私にとって何かの問違い

と今でも信じております。

サンド会の成果は、昭和63年4月に鹿島出版から

出された「土砂災害調査マニュアル」として結実

しました。この勉強会の精神は、炉木さんを中心

とする第二世代 (30代の若手）に引きつがれ、「砂

遊会」として活発に活動されております。

一方サンド会は、平成3年からゴルフ場のサンド

会へと変身し、毎年2~3回のベースで親睦を深め、

今年で20回を数えました。センターの三羽烏も、

いつのまにかもうso歳前後となり、次長さんや課

長さんとして業務をとりしきっておられます。

おわりに

先に害いた楽しい話ばかりではなく、私にはセ

ンターと大げんかをして1年間センターの敷居をま

たげなかった時期もあったのですが、もう忘れま

した。それより 、いつもセンターの皆さんが本省

対応や災害対応に奔走されている様子を見ている

1111 一謁鴻

と、止直なところ頭が下がる思いがしております。

しかし、せっかくだから最後に現在のセンターに

ついて一言申し上げて終わりたいと思います。解

説を加えると長くなるので箇条吝きでお許しくだ

さい。

センターの問俎点は、次の2つに要約されるでしょ

つ。
〇競争の原理が慟かないこと からくる業務に対す

る呉剣さが欠如していること。

〇業務益が多いため外注に依存することが多く、

技術の空洞化がおこりつつあること。

センターの最大の功績は次の2つでしょうか。

〇出向制度により多 くの砂防技術者を育て、コン

サルタントの技術力の底上げに貢献したこと。

〇多くの業務をこなす中で砂防に関するあらゆる

検討査科が菩積され、一大データベースストッ

ク機関となりつつあること。

センターの今後に期待すること

Oシンクタンク機能の脊実 ：研究所をはじめとし

高度な技術力と理論武装に期待します。

0ライプラリ機能の育実 ：データ公開と情報サー

ピスに期待します。

〇現場技術の評価 ：皆さんもっとゆっくり現楊を

見ましょう。

（同際航菜株式会社 技術センター技師艮）
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月日 行 事等

6月1日

6月1日

6月2日

6月2日

6月2日

6月5日

6月5日

6月6日

6月6日

6月6日

6月13日

6月16日

6月19日

6月22日

6月22日

6月23日

6月24~7月3日

6月30日

7月3日

7月5日

7月6日

7月7日

7月10日

7月II日

7月II日

7月12日

7月12日

7月17日

7月17日

7月18日

7月18日

7月19日

7月24日

7月25日

7月28日

7月3J日

8月1日

8月1~19日

8月4日

8月8日

8月8日

8月25日

8月28~31日

歓送迎会

第3回士石流災害防止ワーキング

地滑り災害防止ワーキンググループ第4回会議

有珠山土砂災害対策検討委貝会幹事会

新職只 • 新出向者オリエンテーション

SABO編集委只会

砂防技術 ・技術審査証明委員会 (HB)型オープンダム

新型銅製砂防構造物開発技術検討会

第3回地すべり崩土による家屋への作用力検酎委員会

がけ崩れ災害防止ワーキンググループ

北股入沢崩壊対策検討委員会

地すべり慨成判断検討委員会

土伍流災害防止ワーキンググループ

有珠山土砂災害対策検討委貝会

鋼製不透過型ダムの安定計算法に関するワーキンググループ（第5回）

銅製砂防構造物設計便覧、鋼製流木捕捉工設計便梵作成ワーキンググループ

インタープリベント2000（砂防国際会議）

ネパール自然災害軽減支援プロジェクト打合せ

大河津分水路地すべり検討委員会

ソフト対策研究会

座談会「砂防事業をとりまく諸惰勢について」（森建設省砂防部長、池谷顧問）

鋼製砂防構造物設計便覧、鋼製流木捕捉工設計便覧に関するワーキンググループ

土砂災害ソフト対策に関する意見交換会

第4回地すべり崩工による家屋への作用力等検討委貝会

インドネシア火山地域総合防災プロジェク ト打合せ

鋼製砂防構造物委貝会

がけ崩れ災害防止ワーキンググループ第4回会議

土石流災害防止ワーキンググループ

松下衆議院議員と若手職員討論会

基準雨祉に関する意見交換会

土砂災害ソフト対策に関する意見交換会

有珠山土砂災害対策検討委員会

CALS講習会

栂池地すべり対策総合解析委貝会

創立記念日

雲仙 ・普賢岳火山砂防基本計画枝術検討会

水上学に1関する夏期研修会（河川 ・水文コース）

JICAインドネシア火山地域総合防災プロジェク ト短期調査

土砂災害情報相互通報システム整備方針検討会

第3回北股入沢崩壊対策検討委貝会伐見地視察

銅製砂防構造物の破壊 ・落石対策に関するワーキンググループ（第1回）

砂防 ・技術 ・技術審資証明委員会

平成12年度（社）日本地すべり学会 • 第39回研究発表会

場所

都内

砂防 ・地すべり技術センター

砂防 ・地すべり技術センター

室閾市

砂防 ・地すべり技術センター

砂防 ・地すぺり技術センター

砂防 ・地すぺり技術センター

砂防 ・地すべり技術センター

砂防 ・地すぺり技術センタ ー

都内

長野市

砂防 ・地すべり技術センター

砂防 ・地すべり技術センタ ー

伊達市

砂防 ・地すべり技術センタ ー

砂防 ・地すべり技術センタ ー

フィラッハ（オーストリア）

砂防 ・地すべり技術センター

長岡市

砂防 ・地すべり技術センター

都内

砂防 ・地すべり技術センター

砂防 ・地すべり技術センタ ー

砂防 ・地すべり技術センター

砂防 ・地すべり技術センター

砂防 ・地すべり技術センター

砂防 ・地すべり技術センター

砂防 ・地すべり技術センター

砂防 ・地すべり技術センター

砂防 ・地すべり技術センター

砂防 ・地すべり技術センター

伊達市

砂防 ・地すべり技術センター

長野県小谷村

博多市

都内

インドネシア

砂防 ・地すべり技術センター

長野県白馬村

砂防 ・地すべり技術センター

砂防 ・地すべり技術センター

神戸市

〇協賛（後援）

月日

6月1日

6月1~30日

7月7日

8月1~6日

8月29日

行 事等

平成12年度 「砂防ポランティア全国のつどい」

平成12年度「土砂災害防止月間」

平成12年度 「川の日」

第24回「水の週間」

利根川水系知事サミット2000 会

会

員
議
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人事異動等

●職員の採用等

氏 名 所属（旧所属・転出先等）

6月30日付［研修終了l 塊松 崇 斜面保全部技術課（（樹典和）

7月1日付 ［配置換］ 木村 久 総務部次長（総務部次長兼経理課長）

［採 用］ 曽133 進 総務部経理課長（建設省河川局）

【昇 ｛壬l 伊藤英 之 総合防災部技術課主任技師（総合防災部技術課）

8月1日付 【新規研修l 吉村和司 斜面保全部技術課（保荒谷建設コンサルタント）

砂防技術の技術審査 ・証明事業の今後について

当センターが行っております砂防技術の技術審査 ・証明事業など、民間開発建設技術の技術審査 ・証

明事業が平成13年から建設大臣の認定を受けることができなくなる見通しとなりました。

本事業は、「民間において自主的に開発された建設技術の内容について審査 ・証明等を行う事業への認

定に関し、必要な事項を定める事により 、民間における研究開発の促進および新技術の建設事業への適

正かつ迅速な導入を図り、もって建設技術の水準に寄与すること」（昭和62年7月建設省告示第l451号）

を目的とするもので、当センターは平成2年2月I日付けで建設大臣認定を受けています。現在、当センタ

ーの砂防技術や一般土木工法など14の技術について実施されていますが、今年12月までに昭和62年の告

示を廃止する告示が官報告示される見通しです。

このきっかけは、平成8年9月、「公益法人の設立許可及び指導監督基準Jおよび「公益法人に対する検

査等の委託等に関する基準」が閣議決定され、行政代行行為等の透明化がはかられることになったから

です。それによりますと 、官庁が公益法人の独自に行っている検査等（当然審査 ・証明が含まれます）

に推薦 ・認定等を行う場合には、これが法令に基づくものであることなど6つの要件を整えることが必要

となりました。しかし民間開発建設技術の技術審査 ・証明事業はこれらの要件を満たさないところがあ

ることから、建設省で「建設大臣詔定」の今後のあり方の検討を進めてきましたが、総合的に判断した

結果、告示の廃止の方向に進んでいる模様です。

なお、審査 ・証明事業そのものは当センターを含めて各公益法人が協議会等を設置し、これまでと同

じ形態、 レベルで継続する予定であります。
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火山砂防工学研修研修生の受け入れ

企画部

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

国際協力事業団 (ITCA)、（社）全国治水砂防協会による火山学 ・火山砂防工学集団研修でネパール王国から来

日中の、 Mr.Soma Nath Sapkota（ソム ・ナス ・サプコタ）氏が個別研修で当センタ ーに配属となり 、6月12日か

ら9月6日までの約3ヶ月の予定で、研修中です。

氏は、ネパール王国上業省鉱山 ・地質局 (Departmentof Mines and Geology)の枝師で、現在は主に地震観測に

従事しています。

"Landslide Hazard Mapping using GIS’'をテーマとした研修は、宮城県玉造郡嗚子町をモデルサイトに選び、

吉松斜面保全部長、矢野技師、馬淵技師等指導のもと 、

①地すべり地形 ・崩壊に閾する空中写真判読

②G I Sを用いた分布回の作成

③地質、傾斜等の条件から見た分布の特徴解析

④レポート作成

という手順で進めています。

英語教材の不足や、ネパールと比べると森林に覆われて地すべり地形が判然とせず、空中写真判読が難かし

いこと、 3月末から約6ヶ月にわたり家族と離れていることなど、苦労が多いと思いますが、元気にやっていま

す。

サプコタさんは、帰国後、引き続き鉱山地質局に勤務することになりますが、土砂災害対策を知る技術者と

して、祖国の防災に貢献してくれることを期待します。

なお、現地調査に際して特段の便宜を図って頂いた、宮城県土木部砂防水資源課、宮城県江合川砂防工事事

務所、 宮城県嗚子町役場の皆様に、厚く御礼申し上げます。

嗚子町役場にて サプコタ氏

空中写真判読中
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「土砂災害の実態平成11年版」の発行

企画部

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
当センター内に設位した「土砂災害年報編

集委員会」では、毎年、全国で発生した士砂

災害についてとりまとめた「土砂災害の実態」

を発行しております。

平成II年は6月末の梅雨前線による豪雨と

台風16、18号による被害が顕著な年でありま

した。特に6月末の梅雨前線豪雨により広島

県下において土石流の発生は139淡流、がけ

崩れの発生は186箇所におよび、24名の人命

が失われました。

この広島災害では、山裾に展開した比較的

新しい住宅地が、土砂災害に見舞われる事例

が多数報告され、今まで行ってきた土砂災害

危険箇所における災害施設整備を中心とした

対応のみならず、危険箇所の増加を抑制する

ための対応が求められました。

上砂災苫の防止については、対策..LTFと同

様に萎戒避難体制の重要性が認識されており

ますが、この「土砂災害の実態」が、よ り効

果的な土砂災害事例を推進していく上で、お

役に立てば幸いです。

なお、「土砂災害の実態 平成II年版」に

つきましては、当センターにて販売しており

ますので、ご入用の方は下記までお申し込み

ください。

く問合わせ ・申込先＞

企画部 TEL(03)5276-3271 

FAX (03)5276-3391 

1部 ¥ 1,800-（消閃税込・送料別）

.... ‘"しS・；＂』

土砂災害の実態

1999平成11年
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「平成12年度技術研究成果報告会」の案内

本報告会は当センターが実施しています研究開発助成事業ならぴに自主研究における技術研究成果について、

砂防関係に携わる皆様方に最近の課題と解決への方向性、新しい技術について報告すると共に、当センタ ーの

活動の一端をご理解していただくことを目的に開催いたします。

研究開発助成事業は、当センターにおける公益事業の一つであり 、「砂防ならびに地すべりおよびがけ崩れ対

策に関する技術開発および調査研究」を対象として、平成4年度より実施し、これまで8ヶ年41課題の助成実績

があります。

自主研究は、これまでの調査 ・研究業務を実施する中での課題に対する解決方法、また将来必要とされるで

あろう技術に関する基礎研究を実施しております。

本報告会では、昨年度の研究開発助成事業における研究成果の6課題の中から2課題について研究者の方にご

発表していただくことになりました。また、あわせまして当センターの自主研究から2課題発表いたします。

みなさま、どうぞご参加下さいますよう、ご案内申し上げます。

l.開催概要

開催日時

会 場

参加者

参加費

：平成］2年11.月20日（月） 13:00~16:50 

受付開始は12:00より開始いたします。

：砂防会館 別館シェーンバッハ ・サポー

（東京都千代田区ギ河町2-7-5 Tel:03-3261-8386) 

: 300名程度

：無科

2. プログラム

13:10 開会挨拶

13:20 基調講演

13:40 発表l

14:20 発表2

15:00 休憩

15:20 発表3

理事長

森俊勇（建設省砂防部長）

土砂流出予測法の開発

江頭進治（立命館大学）

林地斜面崩壊監視モニタリングシステムの現地適用

鈴木雅一（東京大学）

住民にわかりやすい防災システムについて

ー地域防災学習マップの作成一

菊井稔宏（総合防災部技術課長）

16:00 発表4 ヴェネズエラ共和国における土砂災害について

吉松弘行（斜面保全部長）

16:40 閉会挨拶 専務理事

16:50 終了

3.申込み方法／問い合わせ先

参加申込書に必要事項をご記入のうえ、FAXにてお申 し込み下さい。 E-mailでのお申し込みも受け付け

ております。受付期間は10月21:l （月） ～ 31日（火）となっております。なお、会場の都合上、定員になり

次第、締め切らせていただきますので、なるべくお早めにお申し込み下さい。

詳細および最新情報は、ホームページに掲載しておりますのでご確認下さい。

（財）砂防 ・地すべり技術センター 企画部担当 ：田地野、酒井

Tel:03-5276-3271 Fax:03-5276-3391 E-mail:j-happyo@stc.or.jp 

URL:http://www.stc.or.j p/j-happyo.hrm 
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(Fax : 03-5276-3391) 

「平成12年度技術研究成果報告会」
参加申込書

「平成12年度 技術研究成果報告会」への参加を申し込みます。

氏名：
．．．．．．．．．．．．， 

所属：
............, 

部署：
........... .. 

住所：〒
............. 

TEL: 

役職：

FAX: 

氏名：
............ 

所属：
............ 

部署： 役職：

〒

．．
 

．．
 

L
 

斤
~-P

.
 

~E 
住

~
T FAX: 

/・ 

氏名：
．．．．．．．．．．．．曹

所属：
............. 

部署： 役職：

〒

•• 

．．
 

L
 

斤
~-P

.
 

~E 
住

~
T FAX: 
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平成11年度に審査証明された民間開発建設技術の紹介

「第11回民間開発建設技術報告会」のこ案内

r民間開発建設技術の技術審査 ・証明事業」は、民間で自主開発された優秀な建設技術を審査して証明する屯

業で、建設省が研究開発の促進および新技術の建設事業への適正 ・迅速な導入を回ることを目的に制定された

ものです。

本報告会は、上木系分野の審査証明を担当する 12機関が平成II年度中に認定した、優れた建設技術を一般に

知らせることを目的として開催されるものです。24件の技術報告とバネル展示、建設省来賓による挨拶「地方建

設局における新技術の取り組みについて」、基調滋派「建設技術研究開発の方向性と謀題」が予定されております。

新技術を取得し現場で活用していただくために、関係者多数のご参加をお待ちしております。

開催日時 ：平成12年11月7日（火）10:00~18:00 

基調講演10:20~10:40 

会 場： 安田生命ホール新宿区西新宿l-9 1 

［東京駅からお越しの方は］

J R線 中央線 ：東京駅より約20分

山手線 ：東京駅より約30分

地下鉄 丸の内線 ：東京駅より約20分

［上野駅からお越しの方は］

J R線 山手線 ：上野駅より約25分

＊当日は、お車でのご来場はご遠感下さい。

参 加 料： 無料

なお、参考査科として「2000最新建設技術ガイドプック」を当日会場にて販売します。

（本体2,500円＋税）

問合先： 担当機関 （財）先端建設技術センター 普及振興部 TEL 03-3942-3992 

主 催 ：（財）国土開発技術研究センター

（財）土木研究センター （財）日本建設梢報総合センター

（財）日本測菰協会 （財） H本建設機械化協会 （財）ダム技術センター

（財）砂防 ・地すべり技術センター （財）道路保全技術センター

（財） F水道新技術推進機構 （財）先端建設技術センター

（財）都市緑化技術開発機構 （財）日本地図センター

後 援： 建設省

62 

（財）日本建築センター

（社）土木学会

（財）建築保全センター

（社）全日本建設技術協会

（社）建設コンサルタンツ協会 （社）全国土木施工管理技ェ会連合会

（社）全国建設業協会 （社）口本上木..r:業協会
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平成12年度自主研究実施体制

①流砂系における土砂管理システム研究会

（目的）

流域一貰した総合的な土砂の動態を整理し、その解

析ツールの開発を行う。

（構成）

会長 ：保科 幸二 （砂防技術研究所長）

顧問 ：瀬尾 克美（導務理事）

顧問 ：池谷 浩（顧問）

顧問 ：吉松 弘行（斜面保全部長）

幹事 ：松村和樹（砂防技術研究所次長）

会員 ：比留間雅紀（企画部国際謀長代理）

，， ：炉木敏仁（砂防部技術謀長代理）

，， ：矢野 将之（砂防技術研究所）

，， ：酒井敦章（企画部）

，， ：嶋 大尚（砂防技術研究所）

，， ：松木 敬（総合防災部）

，， ：相楽 渉（斜面保全部）

，， ：安田 勇次（砂防技術研究所）

以ドのワーキンググループ (W/G) を設置する。

• 砂防数値解析WIG
座長 ：松村和樹（砂防技術研究所次長）

・リモートセンシング技術の活用WIG

座長 ：松村 和樹（砂防技術研究所次長）

・地すべり土塊の移動解析W/G

座長 ：吉松弘行（斜面保全部長）

②砂防事業施策研究会

（目的）

社会的ニーズの変化を的確に把握し、21世紀へ向け

て砂防事業の方向性と当センターのあり方を検討す

る。

（構成）

会長 ：保科幸二 （砂防技術研究所長）

顧問 ：瀬尾 克美（専務理事）

顧問 ：池谷 浩（顧問）

幹事 ：黒川 興及（企画部次長）

会員 ：松村和樹（砂防技術研究所次長）

，' ：安養寺信夫（砂防部技術課長）

，' ：向井啓司（砂防邸技術課長代理）

，， ：オ戸木 敏仁（砂防部技術課長代理）

，' ：矢野 将之（砂防技術研究所）

，， ：杉本 良作（元ネパールDPTCチーフアドバ

イザー）

ヶ ：江口 正紀（元宮城県砂防課長）

,, :消野 雅雄（元香川県砂防課長）

③鋼製砂防構造物研究会

（目的）

銅製砂防構造物の技術審査、新型鋼製砂防構造物の

技術評価を行い、便既や流木対策マニュアル作成、そ

れに伴う解決すべき課題の検討を行う。さらに鋼製砂

防構造物委員会を開催する。

（構成）

会 長 ：保科幸二（砂防技術研究所長）

幹 事 ：松村和樹（砂防技術研究所次長）

会員 ：西川修司（川鉄建材（株））

，， ：中村 徹（共生機構（株））

ク ：岡出 勝（（株）神戸製銅所）

，， ：溝口郁夫（新日本製鐵（株））

，，， ：波多江俊一（住友金属建材（株））

，， ：花井 正次（日鐵建材工業（株））

，，， ：若松 精次（日本鋼管ライトスチール（株））

事務局 ；渡部 直樹（砂防技術研究所）

，，， ：小野源一郎 （砂防技術研究所）

，，， ：矢野将之（砂防技術研究所）

④新工法・新技術研究会

（目的）

砂防事業の効率的な実施やコスト縮減に査するた

め，新工法 ・新技術の開発を行うことを目的とする。

（構成）

会長 ：松井宗広（砂防部長）

願問 ：保科 幸二（砂防技術研究所長）

顧問 ：瀬尾 克美（専務理事）

幹事 ：松村和樹（砂防技術研究所次長）

会員 ：阿部宗平（砂防部次長）

/, ：比留間雅紀（企画部国際課長代理）

，， ：栢木 敏仁（砂防部技術課長代理）

，， ：松木 敬（総合防災部）

，，， ：嶋 大尚（砂防技術研究所）

，，， ：安田 勇次（砂防技術研究所）

⑤土砂災害ソフト対策研究会

（目的）

平成12年度の災害調査を行い、ソフト対策等に関する

システム及び土砂災害惰報のデータベースの研究を行う。

（構成）

会長 ：関 信明（総合防災部長）

顧問 ：小橋 澄治（京都大学名誉教授）

顧問 ：瀬尾 克美（専務理事）

幹事 ：菊井稔宏（総合防災部技術課長）

会員 ：安養寺信夫（砂防部技術課長）

，，， ：吉田真也（砂防部）

，，， ：矢野 将之（砂防技術研究所）

，，， ：伊藤英之（総合防災部）

，，， ：相楽 渉（斜面保全部）

，，， ：小川 祐示（元愛媛県土木部長）

，，， ：粁木 義光（元土木研究所砂防部長）

，，， ：金子芳治（元立山砂防工事事務所長）
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出版物一覧表
平成12年9月現在

書名 発行年月日 備考

土伝流対策のための土石流災害調査法

土砂災害の実態

編著者

池谷浩 1980 ・ 11月

1982～毎年

1986 ・ 6月

1990 ・ 7月

1990 ・ 12月

1991 ・ 5月

1992 ・ 5月

山海裳へ注文下さい

土砂災害年報編集委員会編

砂防関係用語編狐委員会編英和 ・和英砂防関係用語集

目で見る砂防水理模型実験

流木対策に関する講習会テキスト

鋼製砂防構造物設置事例集

山海堂へ注文下さい

コピー版

鋼製砂防梢造物委員会絹 白黒コピー版

コピー版火山砂防計直策定（案）等に関する講習会テキスト

鋼製砂防構造物設計便究 鋼製砂防構造物委只会組 1993 ・ 3月

砂防技術ー設立20周年記念出版ー

砂防jもすぺり枝箭研究発表会予椙梨ー設立25周年記念一

20周年記念出版物編集委員会編 1995 ・ 7月

1999 ・ 11月

上記書籍のお問い合わせ及びご注文は、企画部 (TEL03-5276-3271{FAXOJ-5276-3391)までお願いいたします。

／ 
0編集後記

＼ 

64 

3月31日の有珠山の噴火から半年が過ぎまし

た。その後、三宅島の明火、引き続く伊豆諸島

の地震活動等自然が猛威を振るっています。 一

日も早く噴火、地裳活動が終息し、長期間にわ

たる避難生活を余儀なくされている有珠山周辺

の方々や、相次ぐ地震活動でII民れない日々を過

ごされている伊豆諸島の三宅島、神津島、新島、

式根島の方々が、安眠できる日が早く来ること

をお祈りする次第であります。
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今回は幸いに、今までの災害の教訓から早め

早めの警戒態勢や避難誘導が効を奏し、北海道、

伊豆諸島においても人的被害が少なかったこと

はなによりのことであります。

さて、これから台風シーズンの到来の季節と

なりますが、ハード面、ソフト面において調

査 ・研究をさらに進め、土砂災害の回避に頁献

できるよう努めてまいります。
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