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火山災害に思う

■自然災害としての火山災害

自然災害の中で最も重要なのは気象災害であろう、

日本における災害統計というものはあまり整備されてい

ないようである。災害白苔という政府刊行のアルマナ

ックがあるが、各種の災害別の損害額などを示した便

利な社会統計は見あたらない。そこで確たる数字に基

づいての議論が困難となるが、異常気象現象に起固す

る災害は群を抜いてトップにあると思われる。

ここでいう気象災害には、台風、集中棗雨、棗雷、低

温、異常乾燥などの他に洪水や高潮のような複合的な

現象も含めることにする。さらに土石流 ・泥流なども、

その最大の発生要因は降雨であるから、ほとんど気象

災害の一部であるといえるかもしれない。このように、

気象が引き金となって発生する災害は、自然災害の中

で圧倒的なウエイトを占める。被害の大きさに比例して

防災 ・減災の社会的ニーズも増加する。社会的ニーズ

によって駆動されるのが、気象現象を予報しようとする

試みである。天気予報は世界的に見ても、 150年以上

の開発の歴史がある。国家予算から多大の投資がな

され、近代気象学の資産の大部分は天気予報の開発

に注がれた。その結果として、天気予報の精度 ・確度

は着実に上昇し、今ではスーパーコンピュータによるシ

ミュレーションを使った数値予報がルーチン化され、数

10平方キロメートルのグリッド毎に、時間を指定して降

水確率が求められるような水準に達している。

地緩災害の規模は、気象災害に比べると小さいだろ

う。関東大霙災や阪神淡路大震災のような大災害は、

単一の気象災害の規模を遥かに越えるだろうが、その

発生頻度は高くない。長期間にわたって平均すると、

地総災害は気象災害よりも桁違いに損害額が小さいと

思われる。火山災害は地縦災害よりもさらに一桁は小

さい規模の災害である。

しかし、単一のイベントとして起こりうる火山災害の

規模の範囲はきわめて大きく、地裳災害のそれをもしの

ぐ。 一般にマグニチュード9以上の地簾は起きないと
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言われる。そんなに大きなエネルギーを、破壊を起こ

さずに岩盤中に落えることができないからである。そ

れに比べて、知られている最大の火山哄火の規模はは

るかに大きい。哨出するマグマの砒ではかると、数百

立方キロメートルの規模であり、マグマだまりが空にな

って陥没し、直径数10キロメートルのカルデラを生じ

る。九州の大部分とか、関東地方全域とかが、火砕流

によって完全に破壊される、もちろんその地域内にい

る人間も全滅する、というような災害が過去に実際に発

生したのである。しかし注意しなければならないのは、

そのような大規模咬火が起きる時間的確率はきわめて

小さいということである。日本列島では、おそらく100

00年に1回くらいの頻度であろう。このような低確率の

巨大災害に、我々はどのように対応したらよいのだろう

か？「100年堤防」というのは、 100年に1回程度起きる

洪水に対して持ちこたえられる性能を持つ堤防と定義

される。「10000年堤防」を、国の税金を使って作るこ

とは正当化されるだろうか？現在の国の行政の恨行で

は問題外であろう。火山災害の場合でも、同じような問

題がある。低い確率の災害に対して、どこまで予防措

置をとるべきかという問題である。

火山災害の多くは、比較的小規模なものであり、地

域的にも限られている。しかし、きわめて稀には、想像

を絶する巨大な災害をもたらすことを忘れるわけには

いかない。火山災害を正しく理解することは難しいこ

とであり、この点で他の自然現象とは特徴的に異なる

ということは、防災専門家の間でも案外理解されてい

ないのが現状である。

■活火山と休火山

「活火山」の定義にも同じような社会的問題がある。

気象庁の業務の一部に、日本の活動的な火山を常時

監視することあるのだが、「活火山」とはどのように定義

されるのかが切実な問題となる。実は、火山研究の専

門家の間では、世界中を通じて、活火山の定義がまち

まちなのである。専門的な定義があまりにも食い違う

ので、火山学の教科杏にも、はっきり定義されていない
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のが現状である。地下にマグマが存在し、いつでも唄

火する能力のある火山は、みな活火山であるという人

から、最近2~3年以内に唄火した火山のみを活火山

と呼ぼうという人まで、あまりにもバラバラである。しか

し、気象庁の方々はそれでは困るわけであるから、諮

問に応じて学識経験者が小委員会を作って議論をし

た。結論は、「最近2000年以内に噴火した火山および

活発な唄気・硫気活動が見られる火山を活火山とした

ら実用的であろう」というものであった。

現行の（気象庁の）活火山の定義はこれによってい

る。もちろん、 2000年という数字は便宜的なものであ

り、人間の都合のいいように決めたものである。これに

よると、日本には86個の活火山があり、そのうち10個

は北方4島にあるので、我々が直接関係するのは76火

山となる。

ここでおもしろいのは、インドネシアやフィリビンのよ

うに活火山が多くて、噴火の対応に忙しい同では、 20

00年よりも短いところで区切り、活火山は多くはないが

火山学の水準が高い国、たとえばイギリスやアメリカな

どでは、活火山の区切りをもっと長い期間、たとえば1

0000年以内に噴火したもの、としようとする傾向があ

ることである。実は日本でも10000年まで延長しようと

言う意見が強くなっている。そうなると、日本の活火山

の数は10個位増えることになる。

「休火山」という言葉はもっと厄介な意味を持ってい

る。先日、あるワークショップで講演をしたが、私が富

士山は活火山であると申し述べたことを受けて、パネ

リストの一人から「富士山は休火山だと思っていた。今

活火山であるという話を聞いてびっくりした。。。」という

意味の発言があった。実は火山研究者の間では、世界

的に言って、休火山 (dormantvolcano)という言葉は、

定義が判然としないので、なるべく使わないことにしよ

うという傾向がはっきりしている。広辞苑第5版の休火

山の項にも「もと、永く噴火を休止している火山をいっ

たが、現在では使われない用語。ほとんどが活火山に

含まれる」とあって、火山学界の用語法を正しく紹介し

ている。昔は「歴史時代に噴火の記録があるが、現時

は活動していない火山が休火山」と学校でも教えてい

たらしいが、最近では教える側が混乱しているのでは

ないかと感じられる。理科の中の地学の科目では、指

淋要領などが徹底していて、近代的な定義が行き渡っ

ているようであるが、社会の地理の科目では、今でも

休火山という語を教える先生がいるようである。言葉

の定義を厳密にしようという努力は、ある意味ではむな

しいことかもしれないが、これが「活火山でなく休火山

であるから安心」というような、誤った理解につながる

のならば、防災上見過ごすことのできない問題となる。

■火山災害の繰り返し頻度は低い

火山というものは、生物の生命サイクルと似ていて、

生まれてから成長を続け、最盛期に達した後はだんだ

んと活動度が低下して、ついには浸食作用に打ち負け

て、消滅してしまうというサイクルをたどるものである。

その長さは、日本列島での平均では、数万年から数十

万年の範囲である。その間数百回、数千回と哄火を繰

り返すのだが、それでも明火を休んでいる期間は、唄

火を継続している期間に比べて大変長いのである。従

って、特定の火山が数百年の間噴火を休むことは正常

であって、その火山の活動度が特別に低下しているた

めではない。人間の歴史の長さは数千年から数百年

と、場所によって異なるが、火山のリズムと比較すれ

ば、大した長さではない。まして、個々の人間の生命

の長さに比べれば、火山の一生は桁違いに長いので

ある。地震は火山の哨火よりもっと頻繁に起きる。関東

大震災や、東南海地震のような巨大地裳でも100年の

オーダーで繰り返すと言われている。冒頭に申し上げ

たとおり、もっとも直要な自然災害である気象災害の繰

り返し頻度はさらに短い。台風は毎年やってくるし、数

年に1回は大きな災害をもたらす。

自然災害として火山災害を論じるときに、重要なポ

ィントの一つがここにある。火山災害の繰り返し頻度

は、他の災害のそれに比べて顕著に低いということで

ある。人間の一生の長さに比べて格段に長いので、平

均的日本人の成人の3％しか火山噴火を体験したこと

がないのである。さらに、個人の体験を後の世代に伝

承することが困難になる。個々の火山については、大

哨火は数百年に1回というような頻度なので、 子や孫に

□伝えに引き継ぐことも不可能になる。別の言葉で言

えば、火山災害については、学習の能率がきわめて低

くなると言うことである。日本は火山国であるという。

しかし、その割には、日本人は火山について知らなさ

すぎる。このような条件は、火山研究者にとっても当て

はまるわけで、近代的自然科学として発達してきた火山

学の歴史のうちで、よく観察され、詳細に観測された噴

火の例は多くないのである。
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■火砕流体験の有無

災害を自ら体験するかしないかの差は大きい。平均

的な日本人の成人は、猿度3（あるいは4)の地震は体

験しているだろう。例えばヨーロッパ等のように、強い

地裳を体験することが少ないところから来た人が、日

本で震度3の地震を体験すると、彼らの驚愕の程度は

日本人よりはるかに大きいのである。 1991年の雲仙

普賢岳の噴火までは、火砕流についての一般人の知

識は皆無であった。火砕流を見たことのない人に向か

って、それがどのような現象であり、いかに危険なもの

であるかを説明することは至難であった。 1977年の

有珠唄火の時に、我々火山研究者はそのことを痛感し

た。有珠火山では歴史時代に1度ならず、高温の火砕

流が発生し、数十名以上の人々が死んだという記録が

ある。1977年の咬火では、最初に準プリニー式の唄

火が数回起こり、大混乱のうちに洞爺湖温泉街から住

民 ・観光客が避難した。このときの活動は、軽石の降

下が主であり、生命に関わる危険はなかった。騒ぎは

1週間くらいでひとまず収まったので、今度は避難指示

を解除しろという大合唱が起きた。この時点で、火山

研究者がもっとも恐れたのが、火砕流の発生である。し

かし、非専門家への説得はうまく行かず、避難はうやむ

やのうちに解除されていったのである。

雲仙普賢岳の噴火では、 1991年 5月24日頃から、

溶岩ドームの崩落によって、小規模な火砕流が発生し

ていることが、おぽろげながら判明してきた。翌25日

には、撮影されたピデオ映像などから、火砕流の発生

は専門家によって確実に認知された。火山研究者と防

災担当者の間で議論があり、火砕流の発生をただちに

公表することが決定された。同日夜のテレビのニュー

スで、火砕流の映像とその解説が全国に放送された。

テレビ映像の威力は絶大なもので、翌日までには、全

国民が火砕流とはどんなものかを知っていたと言って

も過言ではなかった。当時私は、 1977年の有珠噴火

の時の経緯を思い出して、感慨無泣であった。

それから1週間後に起きた事件は、大変不幸なもの

であった。溶岩ドームの大規模な崩壊が発生し、火砕

流が5.5kmの距離を流走した。警戒地域に指定され

ていた場所に入り込んでいた人 43名が、火砕サージ

（火砕流の希薄な部分）にのみ込まれて命を落とした。

我が国における、人命に関わる火山災害としては、

1953年の明神礁で 35名の死者が出て以来の大災害

である。災害が起きた最大の原因は、火砕流の破壊力

に対する認識の不足である。専門家が恐れていたほど

には、非専門家には火砕流の恐ろしさが伝わっていな

かったのである。専門家レベルでの火砕流発生の認

識 ・確認から1週間ほどしか経っていなかったので、一

般への周知徹底が行き渡らなかったと言えるかもしれ

ない。専門家の一人として、私自身もショックを受け、

十分に情報伝達ができなかったことを悔いた。

有珠火山は、 2000年 3月 31日に、前回の噴火か

らわずか 13年後に再び噴火した。今回は、噴火の予

知と防災 ・避難措骰が実にうまく機能し、被害は最小

限に食い止められた。その経緯を詳しく分析すること

は、火山防災の戦略を考える上で、大変重要なことで

あるのだが、他の機会に譲りたい。ここでは、火砕流

についてのみ考えてみる。 3月31日の噴火は有珠火

山の西側山腹で起きたが、噴火が始まる以前に、すで

に基本的な避難措囮は完了していた。噴火地点が確

認された後、そして噴火様式がマグマ水蒸気燥発であ

ることが確認された時点で、西方山麓地域へ避難指示

地域が拡大された。この措置は、もっぱら火砕流発生

の可能性を考えて、その流下地域を想定して、標準的

な地域をさらに一部拡大したものであった。そして、専

門家のそのようなアドバイスに防災行政担当者も市民

一般も、全く異議無く従ったのであった。私自身は、こ

の一見当たり前に見える経過を見て、また心を打たれ

たのである。

1977年唄火の当時、我々火山研究者が超人的な努

力をして、防災担当の行政と大変な摩擦が起きるのも

かまわずに、火砕流の危険性を主張し、予防的な避難

措置をとるべきであるという主張を押し通していた（避

難解除を遅らせ、避難区域を拡大するなど）と仮定す

ると、その後どういうことが起こったであろうか？ 結

果的には火砕流は発生しなかった。従って、火砕流に

よる被害（死者を含めて）は皆無であった。火砕流発生

を想定してとられた、余分の防御措置は大きな物的、

心理的損害を地元住民に与えた。というわけで、根拠

のない（？）理由で行き過ぎた予防措置を主張した火

山研究者に対して、ごうごうたる非難・攻撃が起きたの

では無かろうか？ この際、専門家と非専門家との間

の対立は、「火砕流」という火山現象の危険性に対する

評価の差異によるものといえるだろう。

1977年の有珠噴火の際には、地方自治体の首長の

一人は、オープンに火山研究者が災害の可能性を誇張

しているとして非難した。しかし、その同じ人が、その
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後に起きた雲仙火山その他の噴火の事例を見て、考

えを変えられた。そして、 2000年の有珠噴火開始の

時点では、火砕流と一言言えば、それがどのような災

害を意味しているかが、非専門家にも理解できるとい

う状態になっていたのである。私にとってはまさに感慨

無最であった。

■火山現象の基礎知識の重要性

教訓は明らかである。火山の噴火現象というものは、

きわめて多様である。大変異なった物理モデルをそれ

ぞれの唄火様式に対して想定する必要がある。たとえ

ば、火砕流・岩屑なだれ（固気混相流）や土石流・泥流

（固液混相流）などには、粘性流体の重力流あるいはダ

イラタント流などのモデルを当てはめるが、大規模哨煙

柱を形成するようなプリニー式哨火には、マグマの発

泡 • 破砕、 火道の中での気液滉相流、火口の外でのジ

ェット流、さらに熱交換による大気を巻き込んだ上昇流

から、上空における風による運搬と火砕物の自由落下

まで、さまざまな物理モデルを組み合わせて評価する

必要がある。このような非平衡、非定常、非線形条件

を多数含むアルゴリズムは、まだ実用化の段階に至ら

ない場合が多い。それでも、博物学的に、マクロな記

載によって火山の噴火現象を記述する余地は多く残さ

れている。と言うよりは、それ以外には手も足も出ない

ケースが少なくないのである。そして、防災の見地か

らは、その段階ですらまだ十分に行われていない状態

である。

吸火が進行中の、緊迫した状況下では、自宅から避

難を強制された住民の方々が、「あんた方は専門家な

のだから、現状はどうで、これからどうなるのか、どう

したらよいのかを、ズバリと、われわれ素人に言ってく

れなければ困る」と詰め寄られる場面が目に浮かんで

くる。この発言は正しいのだが、一方、被害を直接受

ける可能性に直面している人々に対しては、「火山災害

というものは、多様で、日常の常識を遥かに越える現

象が突然出現することが多い。そのような場合は、当

事者個人のとっさの対応が、決め手となる。火山活動

についての必要最低限の基碇知識を各個人が持つべ

きである」と申したいのである。さらに、この発言は、

防災担当者に対しても当てはまることである。

■火山防災で強調したいこと

日本は世界でもトップクラスの先進国である。途上国

で発生した自然災害の現場を訪れてみれば、その国と

日本のインフラストラクチャーの程度の差が歴然と現れ

ている。防災施設の整備が進んでいる日本では信じら

れないような悲惨な破壊が、途上国では見られる。し

かし、火山災害に限って言うと、日本の優位は防災施

設のような、いわゆるハードウエアのレベルに留まって

いるように見える。基本的な防災知識は必ずしも先進

国の中でも一級であるとはいえない。火山災害の本

質 • 特徴が十分に理解されていない。たとえ理解され、

科学的に解明されているとしても、その成果が一般住

民や防災行政の担当者に十分伝達されていない傾向

が顕著である。

火山災害に特徴的な防災ハードウエアというものは

そんなに多くは存在しない。たとえば、溶岩流や火砕

流の進行を正面から阻止する目的を持った擁壁 • シェ

ルターのたぐいは、特殊な場合をのぞいては、投用対

効果の判定に耐えられない。火山性の土石流 ・泥流に

対する施設はたいへん璽要であるが、そのノウハウは

非火山性の土石流 ・泥流に対するものとそんなに変わ

らない。

ハードウエアに対して、火山防災のソフトウエアの役

割はきわめて大きい。費用対効果の効率が優秀であ

る。ソフト的対策には、火山現象一般に関する基礎的

な知識、火山災害の特質の評価、過去の事例のデータ

ベース、避難措置を含めた危機管理のノウハウ、長引

いた災害から派生する地域の社会的 ・経済的困難ヘ

の対処など、きわめて多岐にわたる分野がある。いず

れの分野にも、短期 ・ 中期 • 長期的な視野が必要であ

る。個々の事象に対処する方法論の構築と同時に、総

合的な防災システムを構築する努力が必要である。こ

れらの分野のほとんどすべてにわたって、日本は世界

のリーダーではない。ハード的な先進国であるほどに

は、ソフト面では先進国ではない。比較的経済力の弱

い国でもソフト面ですばらしいシステムを構築している

国もある。ハードは経済的基盤に比例するが、ソフトは

お金ではなく、人間の知的活動力による面が大きいか

らである。

繰り返し言うが、火山災害への対応には、ハードより

もソフト面のアプローチが重要である。我が国では、比

較的数多くの火山噴火が発生し、ケーススタディに有

利である。翡富な経験と正確で緻密な観測データの蓄

積を武器にして、これから火山防災の方法論を梢築し

てゆく必要がある。
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平成11• 12年災害を振り返って

平成13年2月20日に、砂防会館地下lF石狩の間において、平成11・ 12年に災害を受けた市町村の防災担当者と県

砂防課担当者を招いて「平成11・ 12年災害を振り返って」と題した座談会が開催された。その概要を紹介する。

参加者

長野県土木部砂防課 坂口課長

長野県阿智村土木農林課 久保田課長

岐阜県建設管理局砂防課 中川課長

岐阜県上矢作町建設課 夏目課長

愛知県土木部砂防課 福井課長補佐

愛知県稲武町建設課 岡田課長

烏取県土木部砂防利水課 谷口課長補佐

鳥取県日野町総務課 松田課長

広島県土木建築部砂防課 秦課 長

広島県広島市河川課調整担当課 内藤課長

広島県呉市土木課 柴崎課長

国土交通省河川局砂防部保全課 田下係長

（財）砂防 ・地すべり技術センターソフト対策研究会

瀬尾、関、菊井、荻田、松木、小野、原口、

鈴木、飯塚、日坂、五代、西村、 若松、長屋、

嵩根、野村

議事次第

(1)趣旨説明

(2)災害の実態と改善点

(3)最近の土砂災害におけるソフト対策について

(4)土砂災害のソフト対策のあり方について（討論）

座談会の目的

センター

平成10年に土砂災害が多発し、そのときも座談会

を開催させていただいたところですが、本座談会の

趣旨は、みなさまが災害時に実際に苦労された点、

配慮された点などをお聞きし、今後の警戒避難対策

における課題の抽出と施策の提案の参考とさせてい

ただくことを目的としております。

この座談会の内容は、砂防 ・地すべり技術センタ

ーの機関誌 「SABO」に掲載させていただきます。

................................................................................. 

1.災害の概況説明

阿智村

阿智村は、長野県の南端、下伊那郡の南西部に位

置し、昼紙温泉のある村で、面積が113平方キロで、

うち山林面積が88%、農地はわずか6.6％で、人工

は6,200人ほどの山村です。今回の災害は、 9月11日

の3時ごろから雨が降り始め、 9月12日9時まで、特

に9月12日の未明から激しい豪雨となり、総雨最で

は358mmを記録しました。村内各所で小河川の氾

濫により被害が発生し、特に東西智里地区が大きな

被害を受けました。智里西地区の戸沢部落では、 一

級河川の赤なぎ沢と本谷川が土石流により氾濫し、

家屋や交流施設、養魚池等に被害を受けました。ま

た、智里東地区の昼神部落では、山の崩壊が土石流

となって国道まで流出し、民家や旅館も被害を受け

ましたが、幸いにして、それぞれ自主的に避難がな

され、人的な被害がなかったことです。

阿智村では、常に職員が宿直を行っております。

注意報や警報が出た時には、二人体制をとり、県等

から送られてくる情報を防災無線でながしたり、関

係課長、時には村長、助役と連絡をとりながら対応

しております。今回は朝5時に職員の召集があり 、

つづいて対策本部が設置されました。

今回の災害時で困ったことは、被災地区が遠隔地
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でもあり、唯一の連絡道が崩落により通行不能とな

り、報告を受けても現地へ行けなかったこと、停電

による電話も不通となり、現地の状況が一時把握で

きなかったことです。 しかし、携帯電話で連絡がと

れたこと、道路も早期に開通したことが幸いでした。

配慮したことについては、人命第一に考え、安全

な場所へ自主避難の呼びかけ、地区内に病人がいな

いか、二次災害の防止等に心掛けました。

今後改善することは、自主防災組織の確立と災害

時に活用できる連絡手段 （情報システム機材等）の

整備だと思います。聞き取り調査結果にもありまし

たが、避難場所も知らなかった住民もおりますので、

住民参加によるわかりやすい防災計画を作成し、周

知していかなければと思います。又、公共事業の見

直しがいわれておりますが、砂防 ・治水ダム等のハ

ード事業も危険箇所の多い山間地にとっては必要で

あります。

長野県

長野県全体としてみますと、県南部の飯田地方に

9月j1日4時15分に大雨注意報、 21時35分に大雨警報

が発表されました。概ね累加雨量が200mmを超え、

12日の深夜1時前後から5時ぐらいにかけての間に、

阿智村、根羽村、平谷村といったところで土石流が

発生しております。時間帯的に4時間ぐらいのずれ

がありますが、雨の降り方を見ますと、 1~2回の雨

の降り方が急になり、またおさまり、急になり、お

さまりというので、 3時以降に再度急激に雨が降り

出し、この最後の急激な集中豪雨で土石流が発生し

たものと考られます。朝の5時過ぎ、 6時ごろには大

体氾濫した水も引いて、周辺の災害状況がかなりわ

かってきました。

県の対応としては、飯田建設事務所から職員が現

地確認に行きましたが、先ほど話しがありましたと

おり、道路が寸断され現地になかなか入れずに、全

体像を把握するのに時間がかかりました。

土砂災害の発生状況について、スネーク曲線を描

いてみますと、土石流が発生する大体2時間前ぐら

い、その時点で避難をすれば、非常にうまく避難が

できたのではないかと思っています。幸いなことに

人的な被害はありませんでしたが、基準雨祉が提供

されていたら、 WL、ELの情報は大体、災害前にう

まく出せることが確認できています。ただ、災害が

発生した地域は非常に急峻な山道とか道路等が非常

に狭陛なところで、今後、本当に深夜に警戒等の情

報が出たときに、どのように対応するのが一番いい

のか現実的には課題があると思われます。

アンケート結果等を見ていただければわかります

が、幸い人的な被害はなかったのですが、自分の判

断で逃げるという人たちが結構多く、避難途中で被

災することも考えられますので、そういう人たちの

対応を含めて、行政としてどこまで強制的に避難さ

せるのが良いのか課題はあります。

初動調査的には、非常に県境に近い箇所で災害が

発生しており、 一部直轄区域も重複しており、岐阜

県、愛知県を含めて共同で調査を実施しないと、全

体の被害状況が把握できません。国土交通省中部地

方整備局ができましたので、ぜひ都道府県のエリア

を超えて、航空写真や空からの大まかな把握という

ことを一番最初に実施して、そこでボイントを決め

て現地に入らないと、災害発生エリアが広い場合に

は非常にむだな時間が過ぎてしまうので、ぜひそう

いう面で、直轄を中心として空からの調査を的確に

実施する必要があると思われます。

また、現地調査では、できるだけ聞き取り調査を

現地の方々にしていただいて、発生時刻の特定を確

実にやる必要があります。また、雨量データを事務

所の人たちがわかるように出していくような話も整

理していかないと、自主的に逃げる方々の参考にな

らない。その辺を今後の事業の中でどのように展開

していくのかが課題ではないかと思います。

それと、パソコンの普及でインターネットなどで

様々な情報が見れるので、そういう情報を簡単に見

られるようになってきています。そういう気象梢報

を提供するところには気象と災害というような項目

があり、そこをクリックすると、過去の災害とかそ

のときの天気図が一緒に載ってて、過去の災害のど

ういう天気回と今が似てるかとか、そんなのも把握

できるようなものが載っているので、砂防センター

かどうかは知りませんが、ぜひホームページで、過

去の災害と雨の降り方みたいな情報をだれでも見れ

るようにしていただいて、そのリーダー格みたいな

人たちが、今回の雨の状況はどうもこういうのに似

てるみたいなことで、地域の方々、地域の人たちを

的確に誘導できるような情報の出し方というのを工

夫していただければ非常に良いという感じを持って

おります。
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上矢作IBJ

上矢作町は、岐阜県の最東南に位置し、東は長野

県、南は愛知県に接する、人口2,959人の小さな町

です。海抜が3I5~1,709mで、山林が92.8％の山問

地域になっております。今回の災害は、 9月11日午

前2時から降り始めた雨が、 12日午前9時まで激しく

降り続きました。連続雨最で434mm、11日の午後

11時から午後12時までの時間雨盈が65mmになりま

した。建設省の雨祉観測所の槍ケ入では総雨量が

592mm、時間最大雨溢で80mmとなりました。この

豪雨により 、河）IIの氾濫、土石流、がけ崩れが相次

ぎ、当町全域で道路が寸断し、多くの橋梁が流失し

ました。また、民家の流失 ・浸水、店地の流失 ・冠

水、山林や林道の崩壊など、大きな被害となりまし

た。 一時は町内全戸が停電、断水となり 、道路の不

通により 117世帯、 430人が孤立しました。 12日午前

3時46分、全戸に避難勧告を出したわけですが、 66

世帯、 155人が小学校、公民館などに避難をしまし

た。

また、道路寸断により孤立した達原地区の住民19

世帯、 73名が、 12日、県の防災ヘリコプターで小学

校体育館に緊急避難しました。被災額は、］2年10月

5日で約240億と報告されております。死亡が1名、

家屋の全壊が11戸となりました。この死亡された方

は、アマゴの蓑殖をしている池を見回りに行ったと

きに流されたと聞いております。

避難勧告を出すときに配慮したことは、同報無線

で避難勧告を放送しましたが、同報無線を設置して

20年を経過しているため、機械の故障、また聞き落

とす等の家庭もあると思い、消防団に、特に危険な

住宅については直接連絡をお願いしました。もう一

つ配慮したことが二次災害の防止で、消防団員には

十分注意するようにお願いをしました。

困ったことは、 1)避難者の状況について、電話の

不通、自主避難等で正確な情報が得られなかった、

2)家屋の没水等で応援要請を受けても、道路が寸断

され応援出動ができなかった、 3)災害ピーク時には

男性職員は情報収集や警戒に出動しており、役場内

はバニック状態になったという点です。

岐阜県

岐阜県では、昨年、 12年の上矢作の災害もさるこ

とながら、平成11年におきましても、広島の災害よ

り約2カ月ぐらい遅れて、 9月l5日に大きな災害がご

ニ-----_..,,.,. - --z』二 乏`一

ざいました。

今年度の災害は2年続きの災害でしたが、岐阜県

全体としては平成12年は局地的な災害で、先ほど長

野県さんがおっしゃいましたように、隣県（長野、

愛知）を入れますと比較的広範になりますが、岐阜

県内では上矢作町だけというような感じでございま

した。

先ほど紹介がありました495mmという猛烈な豪

雨により道路等が寸断され、情報把握に非常に手間

取ったわけです。ちょうど）2日の未明から朝方にか

けて災害が起こりましたが、12日の昼間にはなかな

か現地の情報が入りませんでした。

私どもも県庁におりましてやきもきしておりまし

た。そのため、情報を把握すべく、先遣隊を建設局

の中で編成し、 13日早朝から現地に入りました。途

中まで車で行けますが、ちょうど上矢作町に入る付

近から道路が寸断され、徒歩で現地に入ったという

状況でした。現地から携帯電話あるいはデジタルカ

メラ等で情報が送られてきまして、 13日の午後には

大方の梢報把握ができたということです。

一方県全体の対応ですが、特に1行報の収集として、

県のヘリコプターを活用しての空撮があります。ビ

デオ映像を即庁内の関係部局へ放映し、 一日おくれ

ましたが、被災状況を13日には大方共有できたこと

がその後の対応に大きな効果があったと思います。

今後の反省も含めて、災害が起きたらその日のう

ちに防災ヘリによる空撮、ビデオによって、職員、

関係部局がすべて被災状況を共有するというシステ

ムをつくっていかなければいけないと思っておりま

す。

砂防に関する初動の話ですけれども、先造隊の情

報をもとに、 13日以降、歩いて調査をしたわけです

が、それは昨年の11年の経験もありまして、まあま
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あ順調にいったのではないかと思っております。現

地を歩いた担当職員の話では、自主避難をしたくて

も避難をするときには道路が寸断されて何ともなら

ないというような状況で、特に中山間地では非常に

多いわけです。やはり何といってもハード対策も非

常に重要だということを実は痛感をいたしました。

避難できるところは、確かに相互通報システム整備

事業などにより、いろいろな情報を流すことによっ

てある程度はカバーできるだろう、しかし、ハード

対策も至上の課題であると感じたわけです。

それから、ある程度の災害が起きますと、我々県

が情報を出すときの通信網も停電等で寸断されてし

まう。そうすると、相当前から情報を出さなければ

いけないということになるわけですね。地域の中に

は非常に防災意識の高い人からそうでない人からた

くさんおられまして、個人個人にダイレクトに伝え

ても正確に理解されない場合も多いのではという感

じがするわけです。そういうことから、地域リーダ

ーといいますか、そういう人たちの役割が非常に大

きいと思います。

今回の災害あるいは一昨年の災害を見ましても、

岐阜県の中山間地域におきます対応は、消防団が非

常に活躍をしておられるということです。消防団に

は防災意識の高い方がおられるので、地域リーダー

イコール消防団というところもあるでしょうし、あ

るいは消防団活動があまりないところは、自主防災

組織をいかに構築していくかというようなことが重

要なんだろうと、そのように思っております。

なおこれは事例紹介ですが、県の消防部局では今

年度から、この消防線織を活用しての1胄報の提供や

収集を計るシステム作りに取り組んでいます。消防

団の方にデジタルカメラと携帯電話を配布しまし

て、県庁と結ぶものです。来年度には整備が済みま

すので、砂防におきましてもこのシステムとの連携

並びに有効活用を進めることとしています。

稲武町

稲武町は、矢作川の上流にあり、岐阜県上矢作町、

長野県の両県に境を接する、車の町で有名な益田市

の北東約45キロに位置する、林野率が87％を占める

中山間地域であります。年間降雨批が約2000m mと

多い割には、今まで比較的災害は少なく、土木事務

所内では災害に強いと言われていた町でした。しか

し昨年の災害時には、降り始めからの連続雨是が

461mmと、平年降雨量の4分の1弱の降雨であり、

時間最大雨砧は81mmという、かつてない降雨益で

ありました。矢作川流域に国土交通省所管の矢作ダ

ム管理所がありますが、今回の洪水を上矢作雨祉観

測所の2日雨巖を用いて確率評価した場合、約500年

に1度の規模と推定されております。

被災直後に取りまとめた被害概要は、家屋被害が

全壊4戸で、土石流によるものが2戸、河川の氾濫に

よるもの1戸、山腹の崩落1戸、半壊が6戸、土石流

によるもの3戸、河川の氾濫l戸、山腹の崩落2戸で

ありました。床上浸水が26戸、床下浸水は65戸を数

え、全世帯数の9.2％が被害を受けたことになりま

す。

このような甚大な被害にもかかわらず、人的被害

は、奇跡的とも言うべき1名のけが人を見るにとど

まりました。今回の災害では、倒木を伴った土石流

が町内各所において発生しましたが、人家を巻き込

んだ箇所は、不幸中の幸いともいうべき、数力所だ

けでした。現在、災害関連緊急砂防事業として5カ

所着手していただいておりますが、通常砂防事業と

あわせて、ハード的な面で土砂対策に積極的に力を

入れていただきたいと思う次第であります。

警戒避難の対応ですが、 9月のII日午後10時4分、

大雨洪水警報発令と同時に第2非常配備準備体制に

入りました。午後11時ごろから雨が激しくなり、役

場熾貝、消防団貝による巡回を始めました。その時

点で武節町地区で床下浸水が発生したという最初の

被害報告がありました。 12日午前1時前後、 0時から

2時までの2時間は一時小康状態となりまして、 2時

間で24mmと比較的少なかったわけで、このままい

くのかと思っていたわけですが、その時、消防防災

対策室から、稲武町の南西部に位置するところで時

間100mm前後の雨が降っているというファクス情

報が入りました。このままだと、雨雲の方向からい

って我々のところへ来るのかなという心配はしてお

りましたところ、午前2時過ぎに再び雨が激しくな

り、 2時30分に第2非常配備の人員招集、午前3時に

は災害対策本部を設置するとともに、第2非常配警

戒体制に入りました。

巡回中の役場職員より、数力所の崩土と、河川の

水位が異常に高いという連絡を受け、午前3時25分

に第3非常配備に切りかえるとともに、同報無線に

より 町の戦員、消防団全員の出動要請と災害発生の

情報を放送しました。午前3時30分には、町内全域
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に対しまして避難勧告を同報無線で放送しました。

しかし、町内全域の被災状況を的確に把握していた

わけではありませんでしたし、時間帯が深夜という

ことで、まず町民の注意喚起をしなければならない

と考え避難勧告を行いましたが、実際、登庁できな

い職員や、登庁した職員から、非常に危険な状態に

ある、そこを潜り抜けて出てきたとの情報も入り 、

避難勧告をしたものの、二次災害の発生を憂慮しま

した。

この間、各地区におきましては、行政区の区長さ

んの指示により 、消防団員が危険性のある家を訪問

し、的確な判断のもとに避難所に誘郡したため、人

的被害は 1名のみということで終わったわけです。

結果的には、 7カ所の避難所に21世帯、 79名の方が

避難されました。

今回の災害における行政区の皆さんの好判断もあ

ったわけですが、平成1l年度に、消防、警察、自衛

隊、県防災ヘリが参加して、各地区の住民とともに

避難訓練、通信訓練、これらを総合した稲武町総合

防災訓練を行ったときの教訓、あるいは被災10日前、

防災関係者会議を開催し、その時点でも自治区の区

長さん、消防団幹部、役場職員、学校関係者、その

方々にも説明を行った。これらの日ごろの訓線と会

議等が功を奏したのかなというような気がしており

ます。

困ったことは、災害がおさまってからの話なんで

すが、午前8時ごろから市外電話が全く通じなくな

り、あわせてドコモの携帯電話が不通になってしま

った。役場職員はほとんどの者が携帯電話を持って

おり、 ドコモ以外の携帯電話を持っていたのは1名

のみで、その1名の携帯電話が非常にありがたかっ

た訳です。また消防防災対策室からの防災無線は、

県からの送信、ファックス等が入りますと不通状態

になってしまうため、こちらから外部との連絡をと

る手段が限られてしまった。その辺はほんとうに参

ったわけですが、その日の午後3時ごろ、NTTに衛

星電話を2台入れていただきました。その教訓もあ

って今現在、NTTの協力のもとに、1台は常に私ど

も役場に確保しております。

今後改善すべき点といいますと、避難勧告そのも

のを出したのも初めてで、実際には避難路の指定と

か避難場所の看板設置はしてありませんので、一部

の方しか知らない。それから、そこへ行くまでの安

全が保たれているのか、避難路の徹底、こういうも

のも今後しつかりやらなければいけないなと思って

いるわけです。また、通信手段の確保、無線による

通信手段をやはり考えていただきたい、我々も考え

なければいけないというように思っております。あ

とは、災害対策本部の強化、防災マップの作成、職

員の初動マニュアルの作成、避難所運営マニュアル

の作成、これらが今後の課題というところでありま

す。

愛知凛

当日は、夜の帰りがけに雨が降り始め、職員の一

部の者は、電車の中に閉じ込められて家に帰れずに

朝を迎えたとか、名古屋駅へ行ったけど電車に乗れ

ずに、仕方がなくまた職場に帰ったとか、非常配備

はその当時続いており、第1から第2非常招集が入る

にかかわらず、公共交通機関は止まっていたため廂

れない職貝が多く、かえって人が集まったとも思っ

た次第です。

夜、名古屋の方も 、降り始めの6~7時から9時ご

ろまでは非常に強い雨があり、尾張の新川の堤防決

壊の情報が入りました。稲武町の土砂災害の情報と

いうのは入ってきませんでして、尾張の低地の水害

のことばかり情報が入ってきます。報道機関もそち

らの方ばかり来るものですから、私どもは翌日にな

ってから、下の方は堤防も決壊して大変なんだなと

言いながら、 山の方はどうだったのかなと。余り情

報が入ってこないものですから、大したことはなか

ったのかなというぐらいに思ったわけなんですけ

ど、次第次第に稲武町から連絡が入らないというこ

とが問こえてきまして、さらには国道が通行止めに

なっていて、今地建さんが通行どめの解除のために

一生懸命やっておられるとか、そういう情報が入っ

てくるようになりました。

稲武町の災害を担当している足助町の土木事務所

に確認しますと、翌日になり道路の通行どめで通れ

るのか通れないのかとか、という一般からの問い合

わせが四六時中あり 、電話のお守りをするだけでな

かなか本来の仕事にもさしつかえるというようなこ

とを言ってまして、そういう道路情報なんかも土木

事務所で一手引き受けでやらなければならないのか

と思った次第です。

事務所が混乱している中で、稲武町も崩れている

とかいう情報は入ってくるんですけど、詳細はわか

らない中で、とりあえず道ができたところで戦貝を
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出さなければいけないということで、現地、河上瀬

というのは岐阜県の境、矢作川沿いの岐阜県を通っ

ていかないと行けないような非常に不便なところで

すけど、そちらの方へ入らせてもらった。そのとき

に地元の方が、よそから見に来てくれたということ

で大変うれしがったというか、頼もしく思っていた

だいたということで、やはり人が自分の足で行くと

いうことも大事なことなのかなということをそのと

きに思ったわけでございます。

この地区は、 山が崩れて有線が切れてしまって連

絡ができない状況で、朝方に小降りになったらしい

ですけれども、土石流が発生し、人家2戸が全壊と

いう被害となりました。その中で、たまたま壊れた

家の方が、ちょっと外に見回りに出ていたところ、

直撃を免れたとか、運のよかったところもあったと

思いますが、そういうことだったというふうに聞い

ております。

私どもは情報基盤整備事業として土砂災害監視シ

ステムを整備中で、これが平成11年に農田プロック

管内で一部供用ということで動き出して、 12年の9

月には、愛知県全部ではありませんが、かなりの部

分システムができ上がっております。このシステム

は、スネーク曲線で現在の降雨が過去の災害から見

てどの程度になるかということを画面でお知らせで

きるという内容のものなんですが、パソコン通信で

情報をとれば見れる状況となっています。当日、非

常配備についた職員、市町村の方は、こういうこと

を全然御存じないということで、実際に見ていたの

が3町村。20数町村見れるはずだったのに3町村ぐら

いにしか見ていただかなくて、中で1村の方には参

考にしていただいたんですけど、余り利用されなか

ったという印象を持っております。

平成14年度、来年の1.1月になりますと、県で防災

無線が大容祉のデジタル多重無線回線ネットワーク

で新たに整備されるということで、そのときには、

これがパソコン通信ではなしにその通信網の中で、

電源さえ入れていただければ常時開ける形で御利用

いただけるということです。今は、ちょっと知った

方じゃないと、アクセスしないと見れないというこ

とですけど、14年の秋以降、もう少し御利用いただ

けるようになるんじゃないかなということで期待し

ているようなところでございます。
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日野町

本町は、米子市から車で約40~50分で、岡山県、

広島県、島根県に近い中国山脈に開けた町で、人口

が約4,600人、鳥取県の中でも高齢者率が非常に高

い町であります。 10月6日に地震が発生しまして、

震源地に近く地下断層付近のため、県下の中でも一

番被害が大きかった町であります。

被害の特徴は、住宅の被害が非常に多かったこと

で、全壊が129戸、半壊が441戸、 町内すべての民家

に被害がありました。特に山腹の崩壊等が発生した

のが特徴です。おおむね日野川に沿ったところに道

路がありますが、 二次災害のため道路が寸断される

ことが頻繁に起こりました。そういった被害は、地

裳が起きましてから大雨が降りました大体1カ月ぐ

らい続きました。それから山間地で、 83も棚田のと

ころが多くあり 、空石積みで土地を確保しているた

め、そういう石がほとんどのところで崩壊したとい

うような状況です。

午後 1時半に地裳が発生した当日は、防災無線で

全戸に、火災がないように、あるいは安全対策につ

いて、 10分後ぐらいには放送しました。しかしなが

らこの防災無線も、家の中にいる人は聞こえますが、

屋外関係が十分ではなく、地鋸の場合は、そういう

放送を聞かない人がいるというようなことも考えら

れました。

被害の中で、ライフラインのうち特に水道が全町

的にとまり、復旧に大体 1週間ぐらいかかりました。

それから国道の土砂崩壊で町が二分され、職員の行

き来もできない状況が一時的に続きました。初日に

は自主避難は、多いときには9カ所で800人ぐらい

で、何とか暗くなるまでに安全に避難をさせること

ができたということでございます。

その中で、町の電話は10本ぐらいあるんですが、

マスコミ等の問い合わせのためバンク状況でした。

そのとき 、ちょうど戦貝研修会なり大きな全国サミ

ットが米子であったため、職員が20人足らずしかい

ない中での対応でしたが、何とか暗くなるまでに避

難所に収容することができました。

それから、根雨一区、二区に避難勧告を出してい

ます。この地区は過去に一度避難をしたことがあり、

砂防施設をつくってありましたが、砂礫がたま って

いつばいになったというのを職貝が確認して、第 l

号の避難発令をいたしております。

地後当日は、雨は降っていませんでしたけれが、



どこが安全なのかという情報が、県がヘリコプター

を飛ばしたり 、あるいはテ レビ局あたりも全域から

来ましたから、むしろテ レビ局の方がよく情報を知

っていたというような状況でしたが、本部に情報が

なかなか入らなかったという中での自主避難や避難

勧告でしたが、最低限安全な場所だけに絞って、9

カ所にとにかく集まりなさいという対応しでした。

2日目になりますと、被害の状況調査とか瓦礫置

き場を設置するとか、査材の確保をするとかいう よ

うな作業が始まり 、3日目には、雨が降りましたの

で、ビニールシート張り、特に雨のために町部の水

路の石垣が崩れたところが大分ありましたから、床

上浸水するというような心配をいたしまして、消防

団等が動いております。

5日目に大雨が降り、避難勧告の第 2号を出して

おります。これは山の頂上付近の石の崩壊で、本郷

地域の10戸、 40人、7事業所に避難勧告を出してお

ります。避難勧告を出す際、本当に家に被害がある

んだろうかという判断が町の職員ではなかなかつき

ませんでした。基準がなかったわけです。その中で、

町長が勧告を出そうと決断しましたけれども、どの

時点で勧告を出すべきか非常に困ったというのが実

態であります。

その後、 1週間ぐらいたち、水道が復旧し避難所

が一部分を残して閉鎖になりました。 10日ぐらいに

は町の復興事業対策とか町の防災会議、県当局と話

し合いの場がようやく持てたというのが実態であり

ます。

10月下旬には JR伯備線が土砂崩れにより約 1カ

月間ぐらい止まり、それに続いて l1月2日、 3日に

かけて大雨洪水警報が発令されました。この際、ニ

次災害は町は余りなかったのですが、国県道がずた

ずたにやられました。その際、国県道は通れないけ

れども、町が山の上につくった牒用地整備公団の全

国第 1号の農道は、阪神大震災後の工事のため、被

害はほとんどなく、遠回りになりますが孤立した地

域は少なくて済んだというような状況であります。

約40日後にようやく町の対策本部を解散しまし

て、現在は復典本部を設置し復興を目指しています。

地震直後は、いろいろ職員に指令系統を出すにし

ましても、 4日間ぐらい職員は徹夜をいたしました

から、話はわかっていても、なかなか通じないんで

す。とにかく文書でやりとりしなければ、伝達が全

然伝わらないというようなことが実態でした。です
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から、緊急の場合でも、ポードを 4~5枚持ってき

て、これに全部僭いた上で確認して、指令はすべて

文書化して、見て自分で判断できる方法をとったよ

うに思います。

それから防災無線は、耳で聞きましても、必要な、

自分の困ることだけは聞かれるんですけれども 、ほ

かのことは開かれないということで、それが一番大

事なことだったというようなことがありますので、

自治会長宅に急遠ファクスを取りつけ、防災無線と

あわせて同時にファクスで流すようにしました。自

治会によっても、緊急度のあるところとそうでない

ところがあります し、熱心なところとそうでないと

ころ、高齢者の自治会長がいるところ、などがあり

ますので、やっぱり文書でないとなかなか内容は伝

わらないなというのが一番実感したところです。

住民の情報伝達手段では、本町の場合は、報道各

社が多く集り 、テレビ、ラジオなどのメディアで、

住民の方はテレピを見られていろいろな情報を得ら

れたということが多かったというふうに思います。

広報車は、職員が非常に不足しており対応ができ

ませんでした。これも 1週間ぐらいは苦情の電話が

来っ放し、どうにもならないとこまで来ており 、県

下町村から職員の応援がありましたが、なかなか仕

事をお願いすることができない状況で、それがパニ

ック状況というのでしょうが、協力関係も組でいて

もなかなか難しい、そういった課題を持っております。

ファクスは、放送だけだと言いっ放しになります

ので。自治会長会議等で会識をしましても、非常に

参考になったということであります。また、町が分

断されることもあるんですから、町の方に無線なり

で連絡できることが必要なのかなというふうに思っ

ております。自主防災組織で自分たちで対応した地

域も 2~3カ所あり、今回いろいろな面で非常に有

効であったため、難しい話ですが、やっぱりそうい

うものを育てていきたいというふうに考えておりま

す。

避難勧告を出すときに配慮した困ったことを挙げ

ますと、先ほど言いましたが、高齢者が多い、独居

世帯が多いというようなことで、高齢者対応の問題

について配慮したということでございます。

困ったことを挙げますと、避難所の中で自主組織

をつくつて管理する体制にならなかった。過疎地域

におきましては、町の消防団自身もなかなか入る人

がいなくなったというようなことで、 1班は町職貝
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で配骰をしており、火災のときには対応できるんで

すが、防災の中では防災本部に入りますので、実質

的には消防団員が余りいない。県は出先の事務所が

ありますが、やはり県道がありますから、それが優

先されますので、どこの被害が多かったという連絡

はあっても、町と協力して現地に行ってその対策を

打つということに相当な時間がかかったということ

でありまして、避難勧告を出すに当たりましても、

連絡とか判断というのが非常に困ったということで

ございます。

改善すべき事項は、やはり関係機関との連携なり、

先ほどもありましたが、国の方でもかなり大きな事

業費、 3位程度の緊急地すべり対策事業等が6カ所

程度ありますけれども、警報装骰等の情報設備の設

屈や地域自主防災組締が充実すれば、自主避難をし

ていただけ避難勧告を出す必要はないじゃないか

と。そういった事業の中でなるべく町村の職員の手

を抜くことを考えていただくことが、どちらかと言

いますと適切な対応や、あらゆるところに目を向け

ることができますので、災害も最小限にとどめるこ

とができるんじゃないかなというふうな見方をして

おります。

町の方でも防災計画をつくっておりますけれど

も、なかなかマニュアルどおりにはいきませんでし

たので、あらゆる災害に対応できるマニュアル作り

をする必要がありますと考えています。

馬取県

烏取県では、西部で地震が発生したと想定した一

つの訓練を行っており 、その地鹿が数日後に実際に

起こってしまったという状況であります。10月6日

の 1時30分に発生しましたが、ちょうど昼時の後と

いうこともございまして、火災については起こって
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おりません。それと、幸いにして死亡者については

ございませんでした。

地簾の規模ですけれども、烏取県西部、これは先

ほどの日野町と西伯町の境界付近が裟源地になっ

ており 、裳源の深さが約11キロ、マグニチュード

7.3で、阪神淡路の7.2を上回る、震度6強という 、

かなり強震の地震が発生したという状況でありま

す。

特に地震災害というのは、烏取県の場合、 60数年

前に烏取大震災があり、かなりの被害があったわけ

ですけれども 、それ以来の地裳で、皆さん地震に対

する認識等がない状況です。そういった状況の中で

地震が発生しました。水害による災害とはちょっと

異なっており 、水がない状態でのがけ崩れ、地盤沈

下等により道路、鉄道、水道、下水道、こういった

ライフライン関係が特に災害を被ったということ

で、まずライフラインの復旧ということが第一優先

ということで復旧作業に取りかかる状況の中で、土

木施設災害については数日間情報がほとんど入らな

かったというのが現状でした。崩れたという情報だ

けは入ってくるんですけれども、どこで、どういう

規模で、どういう状態でというところまで詳しくわ

からないというような状況でした。

地震災害でこのたび特に大きく分かれたのが、山

間地域につきましては山腹崩壊、沈下、亀裂等によ

る道路の寸断等が主です。 一方、海浜部の方に行き

ますと、地震による液状化ということで、住宅なり

港湾施設、道路も含めて被害が多かったのが特徴で

す。

災害状況は、最終的な数値ではないが、人的被害

は、物が落ちそれが当たってけがをしたとか、そう

いった負傷者が約100人程度。それから住宅被害、

これは全壊が354戸、半壊が2,060戸、軽微な損害、

一部破損したような住宅が 1万855戸程度となって

おります。それから住宅以外の非住家、公共建物等

では、公共建物が122棟、その他で1,430棟で、学校

などの文教施設が169棟、病院が17棟、水道の寸断

が5,744戸、電気が9,300戸 ぐらい、土木施設では道

路が600カ所弱、これは国道、県道、町道含めての

数字です。橋梁が20カ所、河川が48カ所、砂防は30

カ所、ダム 2カ所となっており、がけ崩れ、山腹崩

壊が350箇所程度ということで、土木施設災害は、

道路以外はそんなに大きな被害はなかったという状

況であります。



復1日では、建設業協会の早期支援のもとに復旧が

かなりスムーズにいったんじゃないかなという状況

であります。

対策本部の関係では、地擬発生から数十分後には

知事をトップとして、対策本部を別室に設置いたし

ました。そこで、災害状況等すべての情報をペーパ

ーでもって流すということで、段階的な情報になり

ますけれども、たとえば、一報、どこが崩れた、ニ

報、規模状況はこうだ、三報、その対策等内容はと

いう 、形での情報をすぺて対策本部に流れる形で対

応しました。

また、鳥取県の場合も県の防災ヘリがありまして、

知事も現地の方に何回も飛んでいき、上空で状況の

確認をするなり 、各地におり立って災害現場を確認

しました。特にヘリからのピデオ映像をリアルタイ

ムで災害対策本部に流し、災害対策本部の方から、

もうちょっと右側を映せないかとか、少し下流にお

りれないかというような指示を受けながら、ヘリを

飛ばして現地の確認をやっていったという状況も経

過の中にはございます。

電話も、発生と同時に近いぐらいに、ほとんど電

話回線が通じないという状況がありまして、携帯、

通常電話、両方ともそういう状況でした。電話をか

けても相手には通じずということで、県庁内部にい

ても情報収集がなかなかできないという実態があり

まして、情報収集に対する別の手段、こういったも

のの整備というものも本当に必要だなということを

痛感しました。

対策本部設置後に、多分3~4時間後だと思うん

ですけれども、知事の方から、県の各種のポランテ

ィアに対し協力を要請するよう指示がありまして、

建築関係のポランティア、砂防関係のボランティア

等々いろいろなポランティア関係に協力を依頼しま

した。砂防については次の日の 7日から現地の点検

に入りました。鳥取県の場合は砂防ポランティアは

28人しかいないんですけれども、中西部にいるポラ

ンティアの方々に協力を得、大体3班編成で、 2人

ずつの人員で4日間、102-103カ所の危険箇所の点

検をしていただきました。その中で約50カ所近くは

非常に危険だというようなことで、その50カ所につ

いては、土木の持ち分、農林の持ち分、個人の持ち

分、町の持ち分というような振り分けをしまして、

それぞれの管理者に状況報告をして今後の対応を行

っていただくこととしました。砂防ポランティアの
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方々には大変お世話になりました。特に烏取県の震

災につきましては住宅被害が非常に多いということ

から、建築脳係のボランティアは、数多くの人のポ

ランティア活動があったという状況であります。

避難関係ですが、日野町本郷地区の避難の関係で

は私も現地の方へ行きましたが、崩れてしまった後

の状態であり、大型土のうを1,000袋近く積み込ん

で保護したわけですけれども、設置したときには、

ほんとにこんなに要るのだろうかという実感であり

ました。その後余裟が続き、雨が降る中で土石流が

発生しまして、下流域まで土石が流れ出しました。

これを開きほんとに設置してよかったなという実感

でした。

特に地旋の場合は発生したから終わりということ

じゃなくて、余裳も続きますし、地域全般の地盤が

緩んでいるという状況があると思いますので、災害

箇所に近づくことに非常に危険を感ずるということ

から、やはり周囲の状況を十分確認しながら点検確

認等を行う必要があるというぐあいに思います。

先般は、砂防 ・地すべり技術センターさんの方に

お世話になりまして、地震に伴い地盤が緩んでいる

地域におきまして、醤戒避難基準雨批を暫定的に 1

月の終わりごろに設定いたしました。これは鋸央に

近い関係市町村8市町、それと島根県の県椛に近い

3市町、全部でl)市町の警戒避難基準雨批というこ

とで、連続雨最で70mmという雨砒を設定しており

ます。ただ、これにつきましてはまだ具体的に市町

の方に説明しておりません。これから、把握できた

危険箇所の状況とか雨に対する取り組み等について、

整理したものを示しながら各市町の方に説明してい

きたいと思っています。対応は、段階的にする必要

があるということで40mm、50mm、70mmというよ

うな 3段階の雨菰を示し、それぞれ地域住民の方に

注意を呼びかけるなり 、更には避難を呼びかけるな

り、あるいは現地が変状を来せば避難勧告というよ

うな形での段階的な取り組みを通じて、これからやっ

ていきたいなと思っておるところであります。

広島市

今回の災害で大きな教訓は、住民、各関係機関等

との情報伝達について非常に支陪を生じて、避難勧

告等が遅かったというようなことも踏まえて、伝達

手段の改善を行いました。

同報無線は従来から設置していましたが、新たに
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設置いたしましたものがケープルテレビ、テレビ、

ラジオは報道機関等と調整しまして、雨量等が警戒

基準以上降った場合とか、あるいは予測される場合

の梢報提供。また、避難情報ということで、自主避

難であるとか避難勧告等を出す場合は、こういう報

道機関ヘファクス等で連絡して、報道機関でテロッ

プ放送やラジオによる放送により協力をいただくと

いうことで、現に12年度、今年度につきましても 2

度ばかり 、NHKさん等に御協力をいただいたとこ

ろでございます。

インターネットでは、災害ごとの避難場所、気象

情報、避難情報等もあわせてこの中で整備をしたい

と。それから電話、ファクスの一斉送信ということ

で、気象情報等につきましては、避難情報も含めて

ですが、特に弱者閾連施設には、マスコミ、関係機

関等へ流す情報と同じものを提供しようということ

で現在行っているところでございます。

この災害を受けていろいろな課題、問題点等が発

生し、市民、マスコミ、関係機関、いろいろご意見

とか苦情とかいただきました。市としてどういう問

題点や反省点があったか、改善すべき事項はどんな

ことであろうかというふうなことで、まず市の内部

組織としまして、「6.29嵌雨災害対応についての調

査検証委員会」、 これは助役を座長にいたしまして、

各部長級の職貝で委員会をつくりまして、この中で

いろいろ改善措骰等について検討を行ったわけです

が、その検討に際しましては、従来から寄せられた

意見、それに加えて市民からの意見を聞く会を設け

ると同時に、マスコミにもお集まりいただいて、そ

れぞれ御意見をいただく 、直接現場に携わった職貝

の意見、これらをもとに改善措置等について検討を

してまいりました。具体的には、また後ほど簡単に

触れさせていただきたいと思います。

もう 一点、ちょうどこの災害が起きる 2カ月ぐら

い前、 4月から広島市の地域防災計画を全面的に見

直す必要があるということで、広島市防災会議風水

害対策部会というものを立ち上げまして、その見直

し作業を開始した直後にこの災害が発生したという

ようなことがございます。災害が発生して 2カ月ば

かりたってこの風水害対策部会を再開することにな

ったわけです。この風水害対策部会とは別に、この

災害を踏まえて、学識経験者、報道機関、各種団体

これはいわゆる各区の社会福祉協議会、イコール自

主防災会ということなんですが、これらの代表者、
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それから陪害者団体、女性団体、商工会議所等の関

係者、市民の方は公募をいたしまして、 5名だった

と思いますが、公募による市民、これらのいろんな

意見を聞こうということで、「防災について考える

会」というものを設置しまして、最終的には12年 3

月、ちょうど 1年前ですが、この防災について考え

る会からも、広島市の防災についての提言をいただ

いたというふうなことがございます。

そういうような提言とか検証委員会等で集約した

ものをもちまして、郎対応すべき事項については地

域防災計画の改正も含めて対応しているところでご

ざいますが、長期的な事項につきましては、現在、

地域防災計画の方の見直しということで、今年度中

に作業を完了することとしております。今年の6月

までには、防災計画の見直しについて完了させたい

ということで今作業を行っているところでありま

す。

具体的な事項を幾つか挙げてみますと、まず、従

来、警戒避難につきまして具体的な基準を持ってい

なかったということで、醤戒基準雨最の設定とか避

難勧告基準の明確化ということで、それぞれ暫定基

準等を設けております。避難勧告につきましても、

従来、水防本部長または消防局長、区の災害対策本

部長の3者が勧告を出すということになっていたわ

けですが、これにつきましても 、現場の責任者が、

その状況を把握して必要があると認める場合には発

令することができるというふうなこと。

それから災害警戒本部体制の充実強化を図るとい

うことで、従来は水害をベースにした体制がしかれ

ていたわけですが、このたび、土砂災害、地震、従

来型の洪水、高潮も含めた広範囲な災害に対応でき

る体制をつくっております。

それから情報収集、伝達体制ということで、先ほ

ど情報伝達手段のところでも触れましたが、それ以

外に気象台とか国土交通省の太田川工事事務所、広

島県の気象とか水防情報、それに河川情報センター

の情報等につきまして、電話とかファクス、端末機

等によって受信して、それをもとに、それぞれの体

制や関係市民とかマスコミの方への情報伝達を行う

ということでございます。あわせて、国、県、市の

方で雨塁計をかなり大幅に増設をしていただいてい

るところでございます。 先ほどもございましたよ

うに、こういう同時多発型の災害につきましては、

どうしても電話の回線が不通になる、パンク状態に
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なるので、電話回線の増設というようなこと。

広島県につきましては、全国でも一番土石流危険

渓流、急傾斜地が多く、その中で広島市は県内の半

分ぐらいを占めているということもございます。県

の方で作成して 5万分の 1の危険区域図というもの

は、戸別には配布しておりませんが、それぞれ閲覧

できる形で用意はしておりましたが、やはり 十分に

は市民の方に周知されてなかった。災害直後の10月

の初めに、当面の対策として 1万分の 1の危険区域

囮、これもやはり県の方で作成していただいわけで

すが、それに避難場所等を落として、各市役所、区

役所、消防署、出張所等へ掲示をした上で、昨年の

6月に、これらを全戸に新聞折り込みにより配布し

たところでございます。この危険区域図につきまし

ては、土石流危険渓流、急傾斜地に合わせて、高潮、

洪水、地下空間対策等の災害の情報としてお配りし

たということでございます。

そのほか、この 4月から土砂災害防止法が施行さ

れるということで、県の方で現在、この施行にあわ

せての作業をいろいろ進めていただいているわけで

ございますが、とりわけ土砂災害警戒区域でありま

すとか特別警戒区域の指定というようなことにつき

ましては、従来の考え方からすれば、非常に斬新的

な制度になるものであろうということで我々も非常

に期待をしておりますし、また、今後、県とも歩調

を合わせ、県の御指導をいただきながら、市といた

しましてもできるだけ実効のあるようなものにして

いきたいと思います。

もう一点、これはまだ最終的ではないということ

でございますが、一応13年度から広島西部山系直轄

砂防事業ということが新規で採択されるということ

でございます。これは本省の河川局砂防部、また広

島県等に大変な御尽力をいただいたおかげであり 、

感謝しているところでございますが、今後、ハード

対策としての土砂災害対策が非常に促進されるので

はなかろうかというふうに思っております。

要は、災害後、各住民等も含めてl謁係の方々から

問題点等提起していただいて、それを踏まえて、今

後の対策、地域防災計画の修正、改定等を行い、今

後の災害に備えたいということでございます。

呉市

呉市は、広島県の南西部に位骰し瀬戸内海に面し

た都市であり、市域の54％が森林で、平坦地が少な
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く山で区切られた複数の臨海市街地と高地部市街地

となっております。

臨海部は、重工業地帯で占められ急傾斜地に民家

が密集した特異な土地利用形態となっております。

この都市形成の要因はかつて旧海軍の東洋一の軍

港として発展し、軍人工貝、その家族の居住地確保

の方法として、段々畑が宅地化となったもので、急

傾斜地への都市形成は常に水害による河川の流失、

ガケ崩れの危険性を秘めております。

今回の災害は、平成11年6月29日の16時ごろに発

生しました。雨は、 6月23日11時ごろから降ったり

止んだりの状態が続いておりましたが、 6月29日15

時頃から急激な強い雨にかわり 15時から 17時の 2時

間の雨量で136m/mの集中崇雨となりました。総雨

最で394m/mとなっております。

この棗雨直後から市内各所で災害発生の報告が災

害対策本部には事態の悪化を告げる情報が飛び込ん

でくるようになり、 山崩れ、崖崩れ、河川の欠壊、

増水等市内は各所で寸断され、土砂災害による家屋

の倒壊、生き埋めの発生、そして死者の発見という

最悪の事態となりました。

この災害において尊い8名の人命を失い重軽僻者

5名、がけ崩れ398ヶ所、全壊家屋18戸、半壊家屋

170戸、投水家屋l,780戸、道路河川で324ヶ所とい

う大災害となりました。

災害の対応としては、 28日までに総雨鼠で

208m/mとなっておりましたので、消防車による市

内巡回広報を29日13時より実施しておりました。 16

時ごろから市内は各所で土砂流による道路の寸断、

河川の流失等、夜にもなり大パニックとなりました。

電話の不通による情報不足の状態が数時間あった

と思います。各地で土砂災害の発生の報告が入り始

め黒瀬川の増水により町田地区徳丸地区に海上、陸

上、自衛隊の出動を要請し、 町田、徳丸地区に避難

勧告を29日20時48分に出しまして30日の 0時l0分に

解除 しました。

以降、断続的に降雨が続きましたので、 29日に災

害箇所の二次災害の対応として再度7月2日18時7

分以降計22地区に避難勧告を出しました。再度出し

た避難勧告は、災害から数日経過しており災害状況

は把握しておりましたが、どの範囲をどう決定する

かで困りました。今後の課題はバニック状態の中で

短時間に災害発生場所の危険性や災害の状況等情報

を一体化して正確な把握を行い、早期に避難勧告を
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出せるようにし、日常でも市民の方の防災意識を高

めていただき自然災害のエネルギーは計り知れない

ものであり、 言葉は悪いですが、とにかk早めに避

難していただく事が大切と思います。

施策としては、今回の災害で正確な情報の一体化

が大切であるということを痛感しましたので、呉市

には9つの支所があるわけですが災害の第2配備体

制になりましたら土木課以外の部署の職員が各2名

づつ支所に出向き市民からの通報の整理や災害現場

の調査等、状況把握を行ってもらい、災害に対する

体制を強化する事にしております。

今後は12年に策定いただいた広島県土砂災害警戒

避難基準雨砿がございますし、又、呉市災害危険区

域内を県の協力で作成し、各自治会を通じ回鹿して

おります。

災害は初動が大切であると思いますので災害発生

予測を早めに行い、早期の対応や早期の避難勧告等

で災害を最小限になるようにしたいとおもいます。

広島県

6.29災害と私どもは称しておりますけれども 、そ

れが起こってもうすぐ2年になろうとしておりま

す。現地では災害復旧が着々と進んでおりますが、

まだ被災当時のまま、なかなか手がつかぬところも

少なくないというのも事実です。災害関連緊急事業

あるいは激特も含めまして、災害復旧事業自体を執

行していくというのはいろんな面で決して容易なこ

とではございません。 一つは、用地の問題、人員の

問題があ ります。ただ、県内あるいは関係の市町村

の方も含めまして、水害も一部もちろん含むんです

けれども、そういった自然災害に対しての認識が飛

躍的に高まりまして、議会とかマスコミも非常に注

目しております。その意味では、災害に対する意識

は一変したなと思っております。

もっとも昭和20年9月、原子爆弾が落ちた直後に

広島市の西の方で大きな災害が起こったとか、昭和

63年の加計災害とか、そういったものも経験したわ

けですけれども、おととしの6.29災害というのは、

はっきり言いまして、雨址としては大したことはご

ざいません。

短時間雨茄は強かったですけど、累計雨最は、昨

年の 9月の名古屋とか愛知とかに降った雨から比べ

たら微々たるものです。ただ、そういったごくわず

かな雨が起こった場合でも、いかに大きな災害が都
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市部の場合は起こるかということで、土地利用の問

題とかいろいろあるんですけれども、現実としてそ

ういう実態があるということで、中山間地とはまた

違った非常に難しい問題があると思います。基本的

にはハードの対策が必要であるということで、先ほ

ど広島市さんの方から話がありましたように、直轄

砂防事業が開始されるというのも一つの大きな力に

なっていくと思います。

ただ、ここでは、土砂法のこともあるんですが、

そういうものはちょっとおきましては、 6.29災害か

ら得た教訓で、今県として何をしようかということ

を簡単に申し上げますと、情報をいかに市町村役場

担当者、もちろん県の担当者もそうですが、 一般県

民にまでタイムリーに伝えていくかということで、

結論から言いますと、県内の行政ネットワーク、メ

イプルネットと称しておりますけれども、これに雨

飛情報、水位、気象協会のレーダー、気象台の降雨

予測すべてを入れて、市町村役場で見られるように

します。これを13年度の出水期前に稼働させたいと

いうことで今動いております。

しかし、それは行政担当者しか見られませんので、

一般県民の方がごらんになるということで、インタ

ーネットのホームページに全く同じ画面を載せよう

と思います。簡略化するという考えもあったんです

が、もう簡略化はしない、すべて情報は同じものを

見る。それと、携帯電話のいわゆる iモードで代表

されるようなものでも、同じメニューでアクセスで

きるようにしてあります。もう一つ、携帯電話も使

えない、ましてやパソコンやという方も当然いらっ

しゃいますので、そういった方たちに向けては電話

応答装骰、これを県内13土木事務所にすべて入れよ

うとしております。平成12年度現在では、県内19あ

ります消防本部と県警本部は、オンラインで雨益情

報がいろんな表示やら圏面やらで見れるようになっ

ていますけれども、全く同じ画面を一般県民の方ま

で見られるようにしようと。それは 1年かかりまし

たけれども、そこまで来ております。

先ほど市から話がありましたように、情報が伝わって

なかったと。しかも大事なのは、災害が起こりそう

な状況を事前にキャッチすることが一つのキーにな

ると思っております。一般の県民の防災意識の認識

がそこまで嵩まるには、まだもう少し時間がかかる

とは思いますけれども、伝えていくのに今我々がな

し得る最大限はそんなところかなと思っております。



本省

本省で災害の情報収集をしてまして感じること

は、いざ起こったときになかなか情報が入ってこな

いということですね。ほとんどの情報はテレピの二

ュースとかから得られるというようなことで、先ほ

どの発表の中でも、どこの県さん、市町村さんから

も話があったかと思うのですが、本省の方でも、情

報を得た中でそれなりの判断、指郡をしていかない

といけない立場にもあるということで、情報はどう

しても必要なわけです。

それと、当然のことながら、これは現場に行けば

行くほど大変になるということだと思うんですが、

恐らくは災害対策本部の方でも、避難勧告等の判断

をしていくに当たっても、情報がなければ、判断材

料も乏しくて勧告も出せないというようなことかと

思います。また、さらに住民のサイドから見ますと、

いざ災害が起こってしまうと、先ほどの話にもあっ

たように電話はつながらないということで、伝えよ

うにも伝えようがないし、電気も停電になったり、

あるいは今周りでどういう状況が起こっているのか

全くわからない状態になってしまう。住民からして

みると、不安でたまらないというような状況が起こ

っているということだと思います。

そんな中で、情報をいかに伝達するかということ

です。先ほどいろいろ話があった中で問題点として

挙がっていた中に、電話等が不通になってしまって

情報の伝達の手段がなくなってしまう 、あるいは、

防災無線等の整備はされているんだけれども 、防災

無線でさえも滴杯になってしまってなかなか情報が

伝えられない状況になってしまうということだと思

います。

また、役場等にとってみれば、いざ災害が起こる

と、混乱の中で人手不足になるというようなこと。

9 ---- 一
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あるいはまた、情報伝達をしているんだけれども、

それが実際椙々まで伝わったかどうかは不明だとい

うような話もあったかと思います。

こうした課題を少しでも補えないかということ

で、補助事業として相互通報システム等の事業が創

設されています。相互通報システム事業については

御存じかと思うんですが、これは行政の持っている

情報をいち早く住民に伝え、あるいは住民から得ら

れる情報については早急にもらっていこうと、収集

していこうということです。

先ほど、いざ逃げようといったときには既に土砂

がそこらじゅうに流れ出してて、道路がふさがって

て避難も実際できるような状況じゃなかったという

ようなお話もあったのですが、場合によっては、情

報の提供によって早目の自主避難を促すようなこと

ができたら、道がふさがる前に逃げることも可能だ

ったんじゃないかというようなこともあろうかと思

います。

今、国の方で考えているのは、恐らく県の方でも

そろそろ取り組まれ出したかと思うのですが、平成

•1 3年度から気象庁との連携ということを考えていま

して、気象庁の方の短期降雨予測等の情報を情報基

盤緊急整備事業の中に取り込みながら、相互通報で

住民にまで提供できるようなシステムを考えましょ

うというようなことでやっております。こうしたこ

とで、早目の住民からの情報、これは自分の家の裏

山が若干崩れ出したとか、そういったような情報と

プラスして、今後の降雨予測的なものを結び合わせ

れば、崩れ出す前に避難に結びつけられるような情

報を提供することも可能ではないかというようなこ

とです。

あと、防災無線も満杯といった中で、各市町村さん

の方で二重三重の伝達方法というようなことは予符的

にもなかなか難しいかなと。それと、災害はそんなに

頻繁に起こるわけではないので、先ほど長野県の課長

さんからも話がありましたが、県同士の連携だとか、あ

るいは市町村でも広域行政組合等の組織があるかと思

うんですが、そういった周辺の市町村との連携を図る

中で、災害時の連絡体制を整えるようなことを考える必

要もあるのではないかなと感じました。

日ごろの防災対策というようなことの中で地域リ

ーダーの必要性というような話とか、あるいは避難

場所、避難路の周知徹底というような話が出ていた

かと思いますが、これについては、地域防災計画の

SABO vol.69 Mar.2001 17 



1111 

方に載せてるということだと思います。ただ、現実

の問題として、避難場所だとか避難路の安全性が確

保されてない中で指定ができるのかというような問

題も先ほどの話の中に出たかと思うのですが、こう

した課題に対しましては、例えば急傾斜の事業であ

りますと、避難場所に対しまして採択基準を緩和す

るというような措置がとられていますし、あるいは

道路を保全するというようなことの中では、砂防事

業あるいは地すべり対策事業の方でも十分応援はで

きるかと思いますので、やはりしっかり確実な道を

位置づけていただいて、それについて常日ごろから

ハード対策で応援していくということが必要だと思

います。

住民が、どういった情報によって自主避難が可能

になるか、実際、情報基盤で整備してきている内容

というのは、雨祉の生データの情報がほとんどかと

思います。それは基本だと思いますが、今後はさら

に、気象庁の短時間降雨予測だとか、あるいは実際

流せるかどうかというのは検討する課題も多いと思

うのですが、災害発生情報を流して住民の自主避難

の判断に結びつけられるような情報をわかりやすく

提供することが必要と思っています。

センター

短期降雨予測は、さらに今までよりも密度濃く、

5kmメッシュのやつを、今度は2.5kmでやるという

話がありますね。さらに河川情報センターは、 1 

kmメッシュで予測をするという話もありますし、

どんどん進んでいます。

今のところ、災害が起こる前に十分な情報がやっ

ぱり流れてなかったということは言えるかと思うん

です。ですから、これから目指すところ、多分これ

は情報基盤整備に しても相互通報システムにして

も、醤戒避難の体制をとるまでにちゃんと間に合う

ような形で情報が提供できるか、その情報も、ただ

単に実況雨益だけじゃなくて、 1時間あるいは 3時

間先にはこういうふうになるから、この雨だと崩壊

が起こりそうだとか土石流が起こりそうだという判

断をした情報が流せれば、市町村にとっては、警戒

避難は非常にやりやすいということだと思います。

しかし、ただ単に情報がいったとしても、受け取

る側としては、本当かという形で、自分の経験に照

らしてそれが納得いかなけれぱ、そう簡単に避難を

するというところまでいかないという問題もありま
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すから、平時からの防災教育とか研修とかも必要と

なって来ると思われます。そういう点で、情報基盤

整備で既に雨織計等を整備されているはずですし、

相互通報システムの整備もこれから実施されると思

いますので、どなたのところでも結構ですが、今や

っておられることで、さらに課題といいますか、そ

のあたりをちょっと紹介等していただければありが

たいと思います。

長野県

先ほどスネーク曲線というか醤戒基準の話をしま

したが、雨のビークは 3つほどあ りまして、 11日の

3時ごろからダラダラ降りまして、1回、 21時前後

にビークがあった。次第に降雨岱が低下し、それか

らまた深夜の23時ごろにピークがありまして、それ

がまたしばらくして降雨量が低下し、 2時か3時ご

ろにぐ一つと立ち上がるという、 3つのビークがあ

ります。そうすると、ちょうど2つ目のビークのと

ころで警戒ラインを超えて、それからダラダラ雨が

降るんです。そんなときに、やはりこういう基準雨

屈等を知ってても、本当に避難勧告を出すのかどう

かとか、その辺の判断は非常に難しいんですね。こ

の後ろのビークが本当に来るのかどうか、予測はつ

かないわけですね。

短時間降雨予測情報はまだ入れてないですから、

入れればこの 3時間のが、例えば岐阜県側からずっ

と流れてきて、もう一回ピークが来るぞというのは

わかるんですが、ここのピークをどう予測するかで、

この前の時点で本当に判断して逃げろというのかど

うか判断する必要があるので、 3時間後、 6時間後

みたいなイメージを、どういうふうに情報収集して

判断するか。今回は深夜で、 23時ぐらいに 2つ目の

ピークが来てますから、皆さん、雨がおさまってき

たとなると、やっばりもう寝ちゃおうというふうに

なっちゃうんですよね。それで、 2時か3時ぐらい

にガバッと降り出してきてるということなんです

ね。この辺を、寝ずに起きてて情報収集をするぐら

いのことは、雨のデータとか情報とかそういうのを

一生懸命聞いててくださいよ、とぐらいは言ってお

くのが大事なのかなという気がする。その辺、予視1j

が入ってくればまた意味がある話になってくるんで

すが、今のところでは、後ろの立ち上がり、これま

で上がるとは思わなければどうしようもないので、

その辺の改善が一番大事かなということですね。



センター

今の行政の体制というのは、災害が起こった後の

体制というか、そういう形になってしまう 。これは

災害前に機動するというような情報が十分に流れて

ないからそうせざるを得ないということかもわかり

ませんが、災害予測をして危ないかどうかというの

を判断する、これは多分市町村にすべて任せるとい

っても難しいでしょうし、例えば県だったら県があ

る程度中心になって、災害予測をするチームだとか

そういう体制か何かがなければ、やっぱりだめなの

かなと最近思っています。

例えばアメリカのフィーマでは、フロリダの場合

はハリケーンがありますよね、あのハリケーンの情

報というのはかなり単純なようで、聞くところによ

ると、何時間か後の降雨予測をやって、事前に全部

情報を流すというのが、あのあたりでは結構成功し

ているというんですね。ですから、組織体制という

かそういうのがないと、例えば防災課があるとか砂

防課があるといっても、そこだけで判断するという

のもなかなか難しいことですから、やっぱり県庁の

中にそういった災害予測をするプロジェクトチーム

というか、場合によっては県庁の人だけでなく

て・・・

長野県

県庁というよりも整備局みたいなところが広域な

範囲を、雨域を隣の整備局からずっと追っかけて、

どういうふうに流れてくるかという情報を出してく

れればよいのですけど。今回の災害は県境で発生し

ていますから、県内のデータを集めたって、岐阜県

側の西からずっと来てますので、なかなかそういう

情報は把握し難いと思います。地方を見るような制

度になりましたので、ぜひそういう体制みたいなや

つを整備局で出していただいて、それをそれぞれが

キャッチして、雨域がこっちへ行ってるよ、そうす

ると 2回目、 3回目の山が来るよというようなもの

は、大まかでもいいから出してもらえれば ・

本省

災害対応については情報連絡網はきっちりとって

いるんですが、これからの課題ですかね。

センター

国の内閣府だとかの場合は危機管理という組織を

1111 

かなりやったといいながら、しかし、それを実際に

支える整備局なり、別の組織でもいいんでしょうけ

れども、そういうのがバックアップしなければ、な

かなか機能しないということはあるんでしょうね。

危機管理だけの組織をもっと充実するというか、何

かあっていいんでしょうかね。

しかし、県の中は県の中で、例えば防災センター

というようなところをつくって、そこである程度の

判断をしたものを流そうという努力もされているの

はありますよね。

岐阜県

実は私どもの県でも情報基盤緊急整備事業の中

で、基準雨菰等を設定しまして市町村へ流そうとし

ております。昨年の 7月段階で、県内の11建設事務

所のうち 9建設事務所で、市町村へ解析情報伝達ま

でできるようになっておりまして、今年度末には県

内の関係する、 84市町村に解析した後のデータが届

くという格好になる予定でございます。

情報の受け取り手である市町村の端末としては、

（財）河川情報センタ ー （フリックス）の画像情報

や、電話による自動通報システム、そしてファック

スによる紙情報がございます。市町村はその 3系統

から選べるようなっています。

その運用結果ですが、私どものPR不足もあると

は思いますが、なかなかその情報が実際の雨のとき

に活用されていないという状況がございます。これ

から我々は努力しなきゃいかぬと猛省をしているわ

けでございます。例えばお隣に座っている上矢作さ

んのお話をしますと、ここはフリックスが入ってお

りまして、見ようとすれば見れるわけですね。だけ

ど、災害が起きたときには、見てる暇がない、ある

いは、昨年の災害の場合、あれだけの雨が降るとい

うのを予測してなかったんですね。夕方ごろ急に降

り出した。そういう状況の中で、役場の職貝も待機

してない。我々も心構えができてなかったという状

況が実はあった。自動的にファクスは行くわけです

けれども受け取り手がいないということなんです。

それをもし早く受け取ってれば避難ができたかと

いうこととはちょっと別でございますけれども、そ

ういうような情報の流れがまだ行政の組織の中で十

分にこなされていないということがあるのではない

かと思うんです。県も市町村もどこもそうですけれ

ども、その情報を一元管理して何らかの形でそれを
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住民に伝える、最終判断者である首長さんの意見が

伺える、そういうラインをちゃんとつくつておくと

いうことが大事かなと思っております。我々は、持

っている梢報は出すと一生懸命やっておりますけれ

ども、受け取り手のシステムをどのように整備確立

していくかということが課題ではないでしょうか。

上矢作町

土砂災害監視システムについて私は災害後に知り

ました。残念に思いましたが、確認したところ避難

勧告等の参考になると実感しました。これからはシ

ステムについて職員に周知徹底したいです。

それから住民への梢報提供ですが、職員の召集、

消防本部の設置状況等を目報無線で随時放送する事

により、住民に緊張感が、又心の準備ができると思

います。

広島嗅

先ほどもお話ししましたが、広島市、呉市、市当

局、住民を含めて、非常にまだ危機感が高いです。

ちょっと雨が降ると、すぐ避難勧告が出たりしてビ

リピリしております。がけから石ころが、ほんとに

拳大のやつが落ちてきても、すぐ新聞に載るくらい。

ですから、砂防当局としても非常に緊張を強いられ

るというところはあります。ただ、防災という面か

ら見れば、いたずらにおびえるのは行き過ぎですけ

れども、そういう緊張感を持つというのは非常に大

事なことだと思います。裏を返せば、それ以外の市

町村にそういう緊張感がないというのは非常にはっ

きり見えます。

岐阜県と同じ装置だと思いますが、警戒あるいは

避難基準雨最を突破すると自動的にファクスが全市

町村に行くようにしておりますし、スネークを含む

基準雨批を全部公開しておりますけれども、夕方、

家に帰ってしまうんですね。役場のところのファク

スは出てくるのですが。人がいないという問題はあ

ります。

そのため、今度、新しい年度に稼働をスタートさ

せようと思っている装置は、役場でスイッチが入れ

ば、いつでもそれが見られる。あるいは自宅にいて

も、携帯さえあれば、わずか数秒で自分の管内の雨

批情報が、 10分更新ですが全部見られる。水位、潮

位も見られる、それが必要だろうと。要するに、防

災に集中しないといけないというところをできるだ
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け事前に絞り込んであげるような梢報をとることも

一つ大事なことで、 365日緊張のしっ放しというの

はもちませんので、そういう意味で実用になる仕掛

けをつくらなければいけないし、情報を伝えただけ

で後のフォローがないというのは感じておりまし

て、これからまた勉強して直さないといけないと思

います。ただ、雨蓋計だけでも 150を超える数を県

内にばらまいておりまして、 10分ごとにリアルタイ

ムで来て、県庁に全部一遍集めて、それを市町村あ

るいは住民の方まで配るシステムが、とりあえずそ

こまで来てますので、まずこれをつくることが第一

歩だろうと思っております。

センター

広島市の方は避難勧告が何回か出ているというこ

とのようですけれども、この出す基準は、警戒避難

基準雨祉を決めたそれをもとに出しているのですか。

広島市

そうです。原則として基準を超えたら避難勧告を

出します。空振りは恐れずに、というのは、やはり

市民に対してそういう意識を持ってもらうというの

も非常に大事なことだろうと思うんですね。確かに

過去、基準雨批に達して勧告を出して、実際に避難

所の方に来られる方がおられたかどうかということ

もあるんですが、それは全くいなかった避難場所も

ありますし、数人というような事例もございます。

それはその時々の時間とかいうふうな条件も当然重

なり合うんだろうと思うんですね。例えば山間部で

したら、日中働きに出て、そんなに人がいない、子

どもは学校へ行ってる、テレピ等でテロップを流す

にしても、見てはおるけど実際には避難できなかっ

に行かれなかったというようなこともありますし、

もう一つは、学校以外のところが避難場所になって

いるというような事例がありまして、学校等の方で、

学校におる子どもを動かすことによってむしろ危険

の方が多いんじゃなかろうかというような施設長の

判断も当然あります。いろいろなことが絡み合って、

実際に避難をしなかったとか、避難者か少なかった

というふうなのが実態ですね。

センター

勧告を出すときには、 1時間先あるいは3時間先の降

雨予測というものは活用されているのでしょうか。



広島市

それはいわゆる警戒避難という形で、市でその体

制をまず降雨予測で組んでいます。

愛知県

愛知県では、避難勧告とか避難の命令とかはやは

り市町村でやっていただくということで、データ提

供とかそれを支援するというオプザーバー的な立場

ということがちょっと強く出過ぎてるのかなという

感覚を持ちます。情報は提供するんだけど、見に来

なきゃ見れないとか、今うちのものはファクスとい

うことでは考えてないんですよね。ということは、

聞きに来ないと全然開かれない、宝の持ち腐れと。

もう少し押しを強くしてもいいのかなと。また、日

野町の話もありましたけど、寝ずに災害の対応をし

ていると、今言ったことが何を言ったのかわからな

くなるという状態は確かにありますから、やはり紙

に碧いて、これは済んだことなのかどうなのかとい

う、そういうことが災害のときには大事なことだな

と私も、思います。私どもの考えというのは、コンピ

ューターで画面に出ればいいみたいなことしかやっ

てないものですから、そういった紙に打ち出してだ

れもが見れるという、そういったものをメニューの

中に入れないといけないのかなというような感想を

持ったわけです。

センター

都道府県では情報基盤整備事業で、市町村まで流

す情報で雨祉計を増やすとか、あるいはある程度加

工したものを市町村まで提供するというのは結構整

備されていると思うんですが、土砂災害情報相互通

報システム事業が創設されて、いわゆる市町村と住

民の間をもう少し密にという。とにかく住民から情

報を得る、それを参考にしようと、いうものがある

わけですけど、実際に市町村の立場からすると 、い

ろいろ課題があるうかと思うんです。維持管理はど

うするのかとか、こういう点でちょっと困るとかと

言った点があるのではないかと思うのですが。

阿智村

先に改善すべきことを申し上げましたが、県等か

らのいろんな情報があっても、的確に住民へ伝達が

できるかと云う点、又、逆に住民からの情報を得る

にしても現状では情報の伝達、収集方法に問題があ
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るので、情報システムの構築が急務だと思います。

特に地域内や災害現場を把握し状況判断のできる地

域リーダーの確保が大きな課題だと思います。又、

阿智村は、地捉強化地域でもありますので、地震災

害の対応も大きな課題だと思っております。

呉市

今は県からの雨批データ提供とアメダス情報で対

応していますが早めに降雨予測等の判断でいかに早

く体制づくりをし、正確な情報での対応が必要と思

います。今回の災害で電話、携帯がパニック状態で

普通になり早期に住民からの惜報を得る事はできま

せんでした。

初期の段階での対応が大災害を防ぐもので今回の

災害をふまえ平成12年からポケペルを考えました。

まず、県からの土砂災害情報を消防局本町でキャ

ッチすれば、休日夜間や電話不通状態での対応とし

てポケベルを消防局と市の方で325台配箇されてい

ます。

それぞれの部署で所有しております活用方法は緊

急呼出と各部局での統一的な指示メ ッセージ等に活

用していくものですが、またさいわいに未使用です。

これを逆に使えば配四職貝から住民梢報が色々な災

害情報も入り市と住民の間での相互通報により利用

出来ると思っております。

鳥取県

鳥取県は少しおくれておりまして、情報基盤につ

いては、 12年度で雨最観測局、中継局、放送局もす

べて機器整備はできて、運用が大体6月ぐらいにな

る予定です。したがって、検討する上で町村の方の

アンケー トなんかをいろいろとった経過があるんで

すけれども、やはり一番問題になるのが維持管理で

すね。どうしても全町村の維持管理を県で行うとい

うのは非常に無理があるということで、配備された

機器等についての維持管理は市町村で行ってもらう

という形でのアンケー トをとった場合に、やはりま

ちまちで、それでも配置してほしいというところも

あれば、維持管理が大変だったらいいやというよう

な結果もありまして、その辺をこれからどういうぐ

あいに説明していきながら配骰をしていくかという

のが一つの課題として残っているというのが現状で

して、まだ町村の方には具体的におろしていません。
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上矢作町

上矢作は、今度の災害もあったということで、来

年、何とか県の指尊を受けて導入していきたいと。

来年度に防災無線も更新するということで、あわせ

てそれのリンクもうまくいくように何とかやってみ

たいという方阿で進んでいます。

岐阜県

ちょっと補足しますと、防災無線の情報伝達整備

というのは、防災無線を活用して町村から地域住民

ヘ情報を流すということなんですね。流し方には、

例えば自動的に県からの情報をその市町村に合った

形に加工して、該当の地域へ流せると。

そういうぐあいに加工して流すようなシステムを

つくれればなということです。それを自動的にやる

のか、その都度職貝が出てきてやるのかですけれど

も、なるべくなら自動という方がスムーズに伝わる

だろうというようなことで、そういうものを今検討

して頂いております。必ず上矢作町に設骰されると

いうわけではございません。又、電話機等のプッシ

ュ操作により電話回線を通じて情報を交換する方法

もあるそうでございまして、そういういろいろなメ

ニューを示しながら、市町村と打ち合わせをしてい

るところです。

広島市

同報系の防災行政無線で自主防災会へ情報を伝達

するわけですが、自主防災会組織は町内会をほとん

ど網羅してできているわけですが、そうはいいなが

ら、組織がまだまだちゃんと機能しないという大き

な課題があるわけです。だから、ある特定の方まで

は行くけど、それから関係住民の方へどういうよう

な形で伝えていくか、それが伝達ということで言え
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ば大きな課題の一つになっているわけです。防災会

そのもので、今回大きな被害を受けたところについ

てはそれなりの組織をちゃんとつくって、連絡体制

といいますか連絡網をつくっているわけですが、そ

れは全体で見ればごくわずかなところというのが実

態です。

センター

広島市さんの場合は、市町村としては非常に組織

が大きいわけですから、ある程度のことはこなされ

ると思うんですけれども、多分大半の市町村さんの

場合だったら、防災体制をとるにしても、人的な問

題だとかいろいろあると思うんですよね。ですから、

県の方から情報は来る、それをいかに処理するかと

か、そういった問題なんかで苦労があるし、さらに

住民の方の組織がある程度なってないと混乱すると

いうこともあると思います。相互通報関係でいろい

ろお聞きすると、市町村の方からさらに住民の方に

といったときに、市町村の方がどう処理するのかと

か、その機器をどういうふうに管理していったらいいの

かとか、そういう体制が今の陣容でどうできるのかとか、

そんなことがまだ結構あるやに聞いているんですけど、

やっぱりそういう問題はあるんでしょうかね。

本省

全国的に、 2~3の市町村をモデル的に選んで、

実際どういう課題があるのかと既存のシステムを利

用できるのかというのを見直しながら基本計画をつ

くっていきましょうという県が大部分かと思いま

す。そんな中で、某県で特に既存のシステムで、農

産物の注文を各家庭からできるようなシステムがあ

るようで、そういったものに災害情報等を載つける

とともに、逆にまた住民からも、災害の関係の情報

があったらどんどん入れてくださいよというような

システムを検討しているところもあります。あくま

でも既存のシステムをもう一回しつかり見直す中

で、どういう形がとれるか検討していくということ

かと思います。

センター

まだまだお聞きしたいことはたくさんあるんです

が、 一応今回はここでお開きという形にさせていた

だきたいと思います。それでは、本当に長い間あり

がとうございました。
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独断砂防国際協力序説その8

皆さん方は人の食べ物を盗んだことがあります

か？ 自分の空腹を満たすために人の畑の作物を盗

んだことがありますか？

私は満場の参加者に問いかけた。

洪水災害に見舞われたモザンビークのための再建

支援国際会談が2000年5月3日と4日にローマで開か

れ、私は日本政府代表団に加えていただいて出席し

た。 55カ国に国連と世銀ならびにNGOの代表を加

えて300人の参加者からなる会議であった。

「私の国日本は激しく戦いましたが、 1945年に連

合国ABCDの反撃にあって敗れました」と述べたと

き、満場が爆笑した。 ABCDはそれぞれ、米国、英

国、中華民国、オランダである。なぜ燥笑を招いた

のかは疑問ではあるがここでは議論しない。

「中国で生まれて育った私はその敗戦の日を境に

戦争難民になりました」と続けた。国民を守ってく

れるはずの帝國陸軍は早々と安全地帯に後退したた

めに棄民となったわれわれは敗走する蒋介石の国民

党軍と追撃するソ連 ・毛沢東の八路連合軍にはさま

れたかたちで逃げ惑い食糧が無くなって餓死者が続

出しました。逃げまわっているある日、飢えに耐え

かねて中国人の畑に実っていたトマトや胡瓜やトウ

モロコシを盗みました。農家に干してあった芋のス

ライスはたいへんな御聴走でした。」

「難民でなければ自分の食べ物は耕して得ること

ができたでしょう 。しかし、難民には耕すことは許

されません。」

「しかし、餓死したくありませんでした。」

「残された方法は人のものを盗んで自分が死ぬの

を防ぐということです。」

「今日 1日を生き延びることに全力を尽くさなけれ

ばならないという状況のもとでは、明日のことやl

週間さきのことさへ考える余裕は全くありませんで

した。」

「まして、来年の雨期の洪水やいつ来るともわか

＊国際協力事業団国際協力専門員

渡辺正幸＊

らない地震に備えるなどという発想の起きようがあ

りません。」

「胃袋が滴たされていない人に防災を説くのは愚

かなことです。空腹を抱えた人にテキストを与えて

研修するなど意味のないことです。私の国、日本も

そのとおりでした。敗戦後の約15年間は台風がくる

たびに千人ちかくの人命が失われ、 l960年には5千

人が死にま したが、今日、台風に襲われても死者が

ゼロであるのは、飢えの恐怖から開放されて腹いっ

ぱい食べることができるようになり、将来のことや

安全 ・効率 ・文化を重視する余裕のある社会を作る

ことができたからです。」

「どうすれば余裕のある社会ができるか一どうす

れば飢え ・笠困の恐怖から逃れられる社会をつくる

ことができるかについてはJICAに成功事例がいく

つかありますから、時間があればお話しましょう」

と言って他の代表に発言の機会を譲ろうとした。

しかし、議長のモザンピーク外相の、「ぜひ成功

例を伺いたい。続けてください。」との言葉を得て

準備していたOHPシートを用いて説明を続けた。

ここで、なぜこのような話題で発言を求めたかを

説明しましょう。

1月初めから降り始めた雨に加えてサイクロン ・

エリーヌに襲われたモザンピークは大洪水に見舞わ

れた。洪水に流されている人々がヘリコプターで吊

り上げられて救助される光景をCNNが写し出して

いました。

強い流れのなかで溺れかけている人をロープの末

端にある輪をくぐらせて脇で固定して吊り上げる作

業は大変危険な献身的なオペレーションです。救命

のための命がけのオペレーションに賛辞を送るのは

当然としても 、“なぜあんな危険な状況になるギリ

ギリまであの人達は逃げなかったのだろう ？”とい

う疑念が湧きます。英雄的な救助活動は本来は病人

や老人ならびに身体障害者等自分の身体を思いどお

りに動かせない人達のための最後の手段であり、五

体健全な人達のためではないはずです。
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冠水して機能を失ったショクエの潅漑ポンブ場

洪水に追われて木の上に逃れていた女性が、枝で

体を支えながら出産をしたという話は、生への強い

意志と困難な状況のなかで生命を生み出した当の女

性の勇気が称えられ幸運が祝福されましたが、その

一方で、‘‘なぜそんなことになるまでに逃げなかっ

たのか？”という疑念が湧きます。

今回の洪水災害による被害額は4.9飴ドルと推定

されました。国民総生産17位ドル、国家歳入4.6億

ドル、 GDP一人当たり90ドル、平均余命45歳という

社会状況（日本はそれぞれ4.8兆ドル、 7,100億ドル、

38,000ドル、 80歳）から、モザンピークにとってと

んでもない巨大災害です。国家予尊の歳入が約5俯

ドル （約550億円）というのは日本の中小都市クラ

ス一つくば市一の年間予鍔額に相当する規模です。

人口二千万の独立国の財政能力が人口10万のつくば

市程度でしかないのです！

歳出は8.3億ドル (900億円）であり、差は外国か

らの援助でまかなわれています。独力では現状維持

さへも危うく、国家はその日碁らしの状態だといえ

ます。このことは、既存の夜産の維持はおろか新規

査産を密和する能力が全くない状態ともいえます。

歳出では、軍事費 ・人件費 ・債務返済で30％を占

めますから、公共事業費は多めに見積もっても 10%

程度であり、被害は10年かけて建設したものが壊滅

したに等しいといえます。開発途上国における災害

の意味一痛みがおわかりいただけると思います。

リンポポ河の中流の町ショクエの被災者は、‘‘避

難命令を開いたのは洪水がくる30分前だった。車に

身の回りの物を梢み込んで逃げようとしたが水圧で

ドアを開けることができなかった＂と語っていました。

一方で、ダム管理者は洪水になることは2日前か

ら判っており、下流の市町村の担当者には伝えてい

たと言います。

最下流のシャイシャイの街では市長が軽飛行機を

飛ばせて避難を呼びかけましたが避難した人は殆ど

なかったことが判っています。

洪水は未曾有の規模で、人々の想像と過去の記録

をはるかに上回る水位 ・流批をもたらしました。洪

水の痕跡は市街地で2.5メートル、郊外の農地で4メ

ー トルの水位を記録しています。氾濫原にある樹木

のごみが示す流れの方向は一定でなく局所的な強い

複雑な流れがあったことを示します。

モザンピークは1962年にポルトガルから独立して

以来、社会主義を掲げて建国を急ぎました。独立を

機に社会の中枢を担っていたボル トガル人やポル ト

ガル人と同等に扱われていたアシミラードといわれ

る混血の世代が、独立後の黒人支配を嫌って大挙し

て国外へ脱出したために、小学校の先生にも事欠く

ほどの人材流出が起きて技術者や専門職集団が居な

くなり、国が運営できなくなる危機的な状態になり

ました。

小学校4年の課程を卒業しただけの子供を小学校

の教師として登用しなければ学校が運営できないほ

どの人材流出があったといいます。
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+、、

溶けて無くなった道路、左側にある樹木の枝に枯草がひっかかっている

モザンピークはアフ リカの東海岸にあって、その

西側に南アフリカの北部地域、当時のロ ーデシア

（現ジンバプウェ）が控えており 、これら白人支配

の国々は自国の鉱石や石炭ならびにタバコ等の盟産

物をモザンピークの鉄道と港湾施設を用いて輸出し

ていました。

黒人支配となったモザンピークが強力な国家にな

ると自国の産業基盤を脅かされると考えた両国は、

まだ基礎の固まらないモザンビークの反体制派に資

金と軍事援助を与えて内乱を起こさせて都合のよい

政権ができるように画策を始めたわけです。これが

米‘ノの東西対立に利用されて長期化 し、内戦末期に

は誘拐した村人や子供にまで武器を持たせて戦わ

せ、兵士になるのを嫌がる人を見せしめに殺したと

いう凄惨な内戦が続いたわけです。

どちらかに属していないと生きていけないという

極限の殺し合いの社会にまで転落したわけですが、

南アフリカで白人の絶対支配体制であるアパル トへ

イ トがマンデラさん達の努力で崩壊したこと、ロー

デシアでも黒人が政権をとってジンバブエになると

いう変化が起きたこと、いくら戦っても決着が着か

ないこと 、そしてソ連の崩壊で束西対立の枠組みが

崩壊したこと等から国連の仲介で両派が和解し、国

連平和維持軍の監視のもとで選挙が行われてようや

く共和国が成立したという経緯があります。

国造りのために再出発しようとした矢先の大洪水

災害で被害は約1年分の国家財政に匹敵する金額に

なります。

26 SABO vol.69 Mar.2001 

事態はこれだけにとどまらず深刻です。戦争中に

国土のほぼ全域にばら撒かれた地雷が洪水に洗い流

されてどこへ行ったかわからないという恐怖です。

戦争が終結したあと、地雷が埋設された位骰は丁寧

に確認されて地図に記録され、汽金さへあれば発掘

して爆破処理できるまでになっていたのが、洪水の

結果、また困難な地雷探知をやりなおさなければな

らないという破目になったのです。急がなければ地

雷で命を落したり不具になる此民が続出しかねませ

ん。

ただでさへ足らないインフラや農地や工場等の生

産施設が破壊されると深刻な失業が起きます。戦闘

から開放されて希望をもって帰遠した多数の兵士を

就業させる土地や産業が失われると、大きな失望が

生存のために再び武器をとって略奪にはしらせるこ

とも容易に推定されます。災害は平和を崩しかねな

い瀬戸際にモザンビークを立たせたわけです。

米国の1億ドル、日本の0.4億ドルをはじめとする

寄付が集まって被害額を埋め合わせる額4.5億 ドル

がなんとか集められて会議は大成功でした。

しかし、問題は復旧だけではなく 、どのようにし

て貧しい若い国を災害に対して強くするかです。苦

労して国造りをしても洪水が10年分の努力を一瞬に

洗い流すことを皆が理解したからです。

多くの開発途上国は災害に関連した共通の弱点を

かかえています。モザンピークも例外ではないどこ

ろか弱点は極めて顕著です。弱点の第1はすでに述

べたように極端に酋しいことです。酋しさの原因は
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洪水で冠水した潅漑水路のゲート

欧州諸国の植民地だったことにあります。徹底して

原料生産のみにとどめられて附加価値をつける産業

構造がなかったために、独立しても先進国に対する

原材料供給国の立場に甘んじさせられ、輸出産品が

買い叩かれてなかなか経済的独立が達成できないの

です。第2には植民地支配の領土をそのまま受け継

いだために多部族が混在する国家になってしまった

ことです。多部族が一つの国家を運営するためには

民主的なルールを厳格に適用する必要があるわけで

すが、支配部族が自己の利益を優先する統治を行う

結果、不満をもつ部族による内乱が発生し、政権が

変っても政治には何の変化も無いことが続いて国家

が疲弊し崩壊するのです。このような傾向に早魅 ・

洪水 ・サイクロン ・バッタの大最発生 ・エイズや熱

病等の伝染病による災害が拍車をかけるという悪循

環が発生して止まらなくなっているのが大部分のプ

ラック ・アフリカ諸国の実態です。

歴史的な原因をもつ問題に加えてさらに深刻な第

3の問題は、モザンピークに6つの大河川が流入して

いますが、それらの流域面積の3分の2が隣接国の領

土にあって洪水調節が自国の領土ではできないとい

うことです。憐接国との協調なしに自国の防災が実

現できないという国際河川の下流域に位骰する国家

の苦しい立場です。自国の平和だけでなく隣接国を

含む地域全体の平和がなくては災害の無い環境は実

現できないということです。

このような背景があるだけに、悲惨な殺し合いの

状態からなんとか立ち直りつつあったモザンビーク

1111 

を再び分裂させる事態だけはなんとしても防ごうと

いう暗黙の合意と代理戦争を煽った一方の旗頭であ

った米国の積極性があったことに加えて、2度にわ

たるアフリカ支援国際会隈のイニシアチプを取って

きた日本の熱意が会議を纏めるのに大きく貢献する

ことになりました。

砲火が止み戦争による混乱や消耗がな くなったと

はいえ日々の生活をおおう貧困は厳しく悲しいもの

です。生産を担う設備 ・電カ ・水利は破壊されて機

能するものは少なく生産物をストックしたり輸送す

るインフラも破壊されたままで、辛うじて残ったも

のも洪水で破壊したり機能を停止しています。

気象台の数は戦前の10分の1程度になって年中行

事のサイクロンの追跡も予報ならびに洪水の予報も

不可能という状態です。

恐ろしいサイクロンの来襲を予報する手っ取り早

い方法は、ヨーロッバの人工衛星の画像を30分ごと

に受信することですが、何世代も前のプロセッサー

では1枚の画像の受信に数時間もかかるありさまで

仕事にならないというのが気象庁長官の睦きでし

た。加えて、受信した画像を判読できるようにする

には、金を払って暗号を解除しなければなりません。

予算にはその金が計上できないのです。だからとい

って、レーダーを供与して担当者に トレーニングを

ほどこすというのも現実的ではありません。機械が

ダウンしたときにパーツがすぐに入手できる秋葉原

のような街があるわけでもなく電力の供給も不安定

でコンスタントに稼動させることが難しいからで
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す。

気象情報がまとま っても予罹報として末端の住民

に伝えられるまでには多くの困難があります。大部

分の国民が貧しいときには公務貝もまた貧しく 、職

務に専念する義務感 ・責任感も希博になるのは仕方

のないことです。命がけで職貰を全うして殉じたと

しても政府には報いる財政力がないからです。ラジ

オがあるではないかといいますが、貧しい人には電

池を買う金がなく、ラジオを寄付しても生活費のた

めに現金に替えてしまい、いざという時には役に立

たないのです。加えて、多部族国家には言語の障壁

があります。多くの部族を統治するために共通言語

は植民地時代の宗主国の言語が使われますが、英 ・

仏 ・ポルトガル語等を使えるのは豊かなエリ ー トだ

けで貧しい国民には放送で用いる言語も用語も理解

できないのです。

予晋報を聞いても避難できない理由があります。

大河川の氾濫原の場合には、川幅が10km以上にな

りますから30分程度で行ける距離に避難所がなけれ

ば避難できないのですが、財政力が蒻い政府には増

加する人口に合わせて避難所を建設する能力はあり

ません。

避難所は人間のためだけでなく家畜のためのもの

も必要です。家畜は自分や家族の命についで貨重な

財産でありそれを放置して人間だけが避難するとい

うことはありえません。また、避難している間にEEi

畑 ・家具 ・家畜を他人に奪われる懸念もあって危機

が迫る直前ギリギリまで避難を渋るのです。

貧しさが貧しい人々を非業の災害死に追いやると

いう災害の本質が見えます。このことから、防災の

本質は、「貧困一人口増加一環境悪化一災害ー役困」

の悪循環にプレーキを掛けたり悪循珠のリンクを切

断することにあることがわかります。「技術がない

から移転する」「移転した技術が活用されるように

研修 ・トレーニングをする」「惜報がないから情報

処理の仕方を教える」「データ ・ベースを作って防

災計画を立てる」「機材や設備がないから供与する」

というような単純な発想と「気の毒だ」という同情

だけでは災害の無い社会をつくることは不可能であ

り、援助は援助する側の自己満足にとどまることに

なるのです。イベントを実行し、人を招き、機材を

供与すればその都度相手は感謝します。しかし、そ

れは「サンタクロース効果」といわれる現象です。

人から何かを買って不愉快に思う人は誰もいない一
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ただそれだけのことです。イペントや招待や機材や

建物をとおして行った協力の効果で死ぬはずの人々

が死なないですみ、人々が政府や社会を信頼するよ

うになり、信頼が永続して相手の社会が良くなると

いうようにはなかなかならないのです。

金と人の切れ目が縁の切れ目になって、プロジェ

クトが終了すれば「元の木阿弥」になるのは目に見

えています。

どのような援助も、 「その結果何人の胃袋が禍た

されることになるか」で評価されなければなりませ

ん。「衣食足りて礼節を知る」のは古今東西の兵理

であり、日本の社会も敗戦から今日に至るまでこの

道程をたどりました。そこで学んだことは、「経国

済民一民の釜戸の火を絶やさない」努力を支援する

ことが防災の目的だということです。換言すれば、

「防災のスタ ー ト・ポイントは胃袋を満たすこと」

だということです。空き腹を抱えた人に機材を供与

し、テキストを与えて研修を施しても意味が無いこ

とは、自分の身に置き換えて考えればすぐに判るこ

とです。空腹でぶっ倒れそうになって誰が勉強しま

すか？ ！ 

充分な給料をもらっていない役人に防災行政の研

修をしても、彼らが自分や家族の生活を犠牲にして

不眠不休の防災実務を執ることはないでしょう。担

当者は予警報を発信したと主張しますが、生存者の

なかには開いた者がいないというのが災害現場の実

態です。

テキストや研修が効果をもつ一人々が真剣に勉強

するようになる一のは、それをとおして盟かになれ

るという希望が同時に持てる場合に限ります。翡か

さを創り出す具体的な事業の一環として防災研修を

するというのが正しい方法であり、防災教育やトレ

ーニングを単独に実施する意味は、途上国に関する

限りは、ないことをそろそろ理解するべきときです。

研修をうけてもその成果を生かせる機会も場もほと

んどないからです。

砂防事業をとおして貧しい人々の胃袋を満たすこ

とができるか？ 防災担当の役人に、防災実務が自

分の身を犠牲にして没頭するに値する天職だとする

費任感をもたせるにはどうすればいいか？

どのような事業を起こせばいいか？ これを考え

ることは、砂防屋として21世紀をどう生きるかとい

う問いそのものです。
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エル・サルヴァドルでの砂防技術協力

l.はじめに

平成l2年10月22日から11月4日の2週間、エル ・サ

ルヴァドル共和国に砂防計画の指導のためJICA短期

専門家として田中秀基建設大臣官房監察官（当時）と

ともに派遣されました。エル ・サルヴァドル共和国

は、日本にとっては、あまりなじみのない国ですが、

今年1月13日に発生した地霙で大規模ながけ崩れがあ

り多くの死伽者、行方不明者が出たことが報道され、

中米に位置する国であるということを知った方も多

いと思います。この地縦についても後ほど述べるこ

ととして、今回の派遣業務について報告します。

（図1)

o s-oi,. 
I I 太平洋

図-1 エルサルヴァドル

2.エル・サルヴァドル共和国の概要

エル ・サルヴァドル共和国は、グアテマラ、ホン

ジュラスと国榜を接し、面稽21,000k而の国土を有

します。人口は約590万人 (1997年）、人口密度は約

280人／km叱中南米では有数の人口稗密な国で、

河川沿いや山地部にも家屋や耕地等が広く分布しい

ます。

＊国土交通省河川局砂防部保全課課長補佐

長井義樹＊

地形的には、北から南へ、 2,000m級の山地が続

く山岳地帯、次に低地（窪地）帯、次に火山地帯、

そして沖和低地帯と大きく 4つの層に区分でき、首

都サン ・サルヴァドルを始めとする都市の多くは、

火山地帯の裾野に発達しています。

河川は、東から西へ、リオ ・グランデ ・デ ・サン

ミゲル (RioGrande de San Migel) Ill、リオ ・レン

パ (RioLempa)川、リオ ・ヒポア (RioJiboa)川、

リオ ・バス (Riopaz)川の4大河川があります。

1998年中米諸国を襲ったハリケーン 「ミッチ」 は、

各国に甚大な被害をもたらしましたが、エル ・サル

ヴァドル共和国においても200名を越える死者を含

め、 50,000名を越える人々が被災するとともに、家

屋 ・道路等公共施設や耕地等に甚大な被害が発生し

ました。

砂防治水に関する体制としては、河川管理を、｝塁

牧省 (Ministe1iode Agricultura y Ganaderia)が所管

しており、担当は更新可能天然査源総局 (Di.t・eccion

General de Recursos Naturnles Renovables) となって

います。実質的には、今回のカウンターパートとな

った天然資源課長他3名の技術者が、エル ・サルヴ

アドル国内の河川を担当している状況でした。

日本の砂防法 ・河川法のような法律はなく、法律

に基づいた河川管理がないこともあり、河川の整備

はほとんど行われておらず、住宅や農耕地を整備す

る必要性から河道がとりあえず固定されている状態

となっています。

一方、土砂災害や水害等の災害発生時には、内務

省国家非常事態対策本部 (Comitede Emergencia 

Nasional)が非常時の緊急対策を実施することとな

っていますが、その後の災害復旧等は農牧省が担当

しています。

その他、最近施行された環税法に基づき環挽省

(Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales) 

では、危険区域等における土地の改変時には、施工

者に対する災害防止対策を義務付けています。

このような組織体型から砂防施設、河川管理施設
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はほとんど整備されていない状況であるとともに、

政府の防災に関する考え方が、①これまであまり大

きな自然災害がなかった（あるいは記録に残ってい

ない）ため、予算配分が少なく 必要な対策が講じら

れていない。

②災害発生後に対処療法的な対策はその都度実施さ

れるが、予防的な観点から長期にわたる計画的な防

災対策は講られていない。③自然災害に対する「対

策」の方法論がなく、どのように進めていくかプラ

ンがない。ということが、いくつかの政府機関との

打ち合わせから判断されました。

3.派遣業務の内容

(1)政府関係機関

今回の派遣でエル ・サルヴァドル共和国内で関係

した機関は以下の通りです。

• 在エル ・ サルヴァドル共和国日本大使館 大使ほ

か

・ JlCAエルサルヴァドル駐在只事務所 所長ほか

．晟牧省 (Ministeriode Agricultura y Ganaderia) 

大臣ほか

（写真1)

写 真l エル ・サルヴアドル農牧省での会議。右から2人目が長井、

6人目が大臣、 7人目が田中。

・環境省 (Ministeriode Medio Ambiente y Recursos 

Naturales)気象分析専門官ほか

・外務省 (Ministeriode Relaciones Exteriores)海外

協力総局次長ほか

また、今回訪問はしませんでしたが、上記の機関

との打ち合わせで話題に出てきたのが内務省国家非

常事態対策本部 (Comitede Emergencia Nasional ; 

COEN)で、災害時の緊急対策を実施する組織で各

省の幹部から組織されているため、国家的な意志決
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定や各省間の調整等リーダーシップをとれる可能性

があるにもかかわらず、現状では防災対策について

は問題意識は強くないように感じられました。

モンテクリスト国立公罰内の現地調査の際、現地

で案内していただいたのが、環境のNPOでした。防

災対策について、問題意識を持っており、独自に査

金の調達等も考えている模様で、今後とも連携して

いくことが重要であると感じました。

(2)活動内容

今回の行程は以下の通りです。

10月22日 成田発

ヒューストン経由

サン ・サルヴァドル着

23日 JICA駐在員事務所

日本大使館

外務省

農牧省

24日 現地調査エル ・ピタルほか

25日 現地調査 モンテ ・クリストほか

26日 現地調査チランゲーラほか

27日環境省

晟牧省でC/Pと打ち合わせ

28日 資料整理

29日 資料整理

30日 現地調査及びセミナー打ち合わせ

31日 セミナー開催

l]月1日混牧省

ncA駐在員事務所

日本大使館

2日 サン ・サルヴァドル発

ロス ・アンゼルス着

3日 ロス ・アンゼルス発

4日成田滸

(3)現地調査

10月24日（写真2)

エル ・ピタ ールの大規模斜面崩壊（H=約400m、

B＝約200m)

・リオレンパ川流域内の支流の源頭部における大規

模斜面崩壊

．崩壊発生は1969年、その後1974年、 1982年、 1998

年のハリケーンによる梨中豪雨等により堆積土砂

が下流へ流出。



写頁—2 エル・ ピタールの崩壊地

• 河川下流部では、流出土砂の堆積により河床上昇。

ラス ・ピラス～サン ・イグナシオ道路の法面崩壊

(I-I=約10m、B＝約20m)

・当該道路は近隣の迂回路等が無く重要な路線であ

るが、道路法面の崩壊により、路面へ土砂が流出

し度々通行できなくなる。

．崩壊法面は、安定勾配以上の勾配で切られている。

・法面部及び路面部とも配水施設がほとんどない。

・法面の土留め施設等もほとんどない。

・現地の地方公共団体では、廃材タイヤが多数存在

し処理に困っている模様。

10月25日（写具3)

写真3 モンテクリスト国立公園内の土石流の流下した沢

モンテクリス ト国立公園内の土石流

・リオレンバ川流域内の支流の源頭部における土石

流。

・下流では、メタバンの町を流れるサンホセ川に合

流している。

• 土石流は調査当日の約2週間前に発生。

• 土石流により、 沢と交差する道路が使用不可となった。
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・現在は、とりあえず道路上の土砂は排除されたも

のの沢部には未だ堆積土砂がある。

・次期の雨期に堆積した土砂が下流へ流出する恐れ

が高いため、対策の緊急度は高い。

モンテクリスト国立公園内の砂防ダム

・ 1948年に建設された砂防ダム。

・下流側へ少しダムが傾いている。

・ダムが設置された個所は、両岸、河床とも基礎岩

盤がある。

・3次元ダムとして設計された可能性があるが、当時

の設計図面等は残っていないため、詳細は不明。

10月26日

チランゲーラの洪水／土砂氾濫

・リオ ・グランデ ・デ ・サンミゲル川の支川チラン

ゲーラ川で、ハリケーン ・ミッチによる集中豪雨

で土石流形態の大規模土砂流出。

• 谷出口付近にあった集落が被災。

• 谷出口より、約1km程下流に橋梁があり、橋梁部

の流下能力不足による堰上げ等が発生していた可

能性がある。

・現在は、河床の堆積土砂を両岸へ積み上げ、堤防

としているが強度はあまり強くない模様。

• 河川に近い堤内地では、 大きな石や流木が点在。

・被災者住宅が標高の高いエリアに新たに建設され

ている。

現地調査を終えた27日には、調査に同行した牒牧省の

C/Pに対して対策工法等についての指尊を行いました。

また、 3I日には同様の内容に日本の砂防を中心に

砂防技術はどういうものかというテーマで政府機l関

の土木技術者等約20名に対してセミナーを実施しま

した。講義内容と参加者は以下の通りです。（写真4)

講義内容 • 砂防事業の概要

・土砂災害の形態

• 土砂災害の対策工法

・対策の効果事例

・現地調査箇所の対策案

・日本での事業紹介

・質疑応答

参加者の所属機関 晨牧省、環境省、エル ・サル

ヴァドル国立大学、公共事業省住宅庁、混牧林業技

術開発普及センター、コミュニティ開発協力基金、

チャラテナンゴ県環境委員会、
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写真4 セミナー

(4)今後の対応等

今回直接技術指導を行った農牧省更新可能天然資

源総局のカウンターパート4名に関しては、現地調

査を行った現場について、問題認識、対策案等はほ

ぽ理解しており、問題のある箇所でどのような対策

を実施するかという観点では、基礎知識を習得して

いると思われました。

このように、問題のある現場においてどのような

対策を実施するかという対処療法的な基礎知識は有

しているのですが、河川流域全体の状況、流域全体

としての問題点の把握等は十分ではないようです。

さらに、土砂の移動に起因する災害パターンやそ

の対策についての知識も十分ではありませんでし

た。

当初、砂防技術がどういうものか認知されていな

い状況でしたが、現地調査やその後の意見交換で具

体的な技術指導を実施したこと、またセミナーの開

催により、エル ・サルヴァドルにおいては砂防技術

が必要であるとの認識を持ったようです。

エル ・サルヴァドルは、環太平洋火山帯に属する

火山が分布し、その火山唄出物からなる）Ifもい地層が

堆積し、年間降水磁約2000mmの大半が集中する雨

期には、ハリ ケーンの来襲等による集中豪雨で多抵

の土砂が河川に供給されています。

また、日本と同様国土が狭いため、人家や農耕地

は土砂災害危険区域や河川の氾濫域にも分布してい

る状況です。

そのため、土砂災害が発生しやすい自然条件に加

え、その社会条件から一度土砂災害が発生するとそ

の被害規模は甚大なものとなる可能性が高く、砂防

技術を祁入し適切な土砂のコントロールを主体とし

た河川管理が必要であると考えられます。
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一方で、エル ・サルヴァドルの技術者は、対処療

法的な災害対策についてはある一定の知識を有して

いるようですが、流域全体を視野に入れた体系的な

土砂コントロールや河川管理の知識は十分ではない

ようです。

また、長期にわたる土砂災害対策等のプロジェク

トの遂行についてもその国民性から十分な対応がで

きるレベルに達していないと感じられました。

以上のようにこちら側の考えをそれぞれの関係機

関に伝えた際の反応 ・要望は以下の通りです。

ncA 
• 砂防技術の移転については今後も継続を望む。

・技術移転の手法については、本部との相談となる

が、警察分野では中米諸国全体を対象とする長期

専門家が派遣されている。

農牧省 (Ministeriode Agricultura y Ganaderia) 

・自然災害への対策は重要なことだと考えている。

・自然災害に対する国としての組織の整備について

も必要と考えている。

・カウンタ ーパー トとなる天然資源課長等へ砂防技

術を伝えて欲しい。

・今後とも引き続き砂防技術の移転をお願いした

vヽ
゜・具体的にはどの程度の期間専門家を派遣してもら

えるのか。

・中米諸国の統合に向けた調整を行う機関が組織さ

れており、こちらから専門家派遣の要請を出すこ

とも考えられる。

・エル ・サルヴァドル人の特徴として、防災対策の

ょうな長期にわたるプロジェクトを計画的に実施

していくことは不得手であるため、このような面

でも日本人の考え方を伝えて欲しい。

環境省 (Mi1listeriode Medio Ambiente y Recursos 

Naturales) 

• 最近、環境法が整備された。この中では危険区域

内の土地開発について、土地開発行為者に対して

防災対策の施工を義務付けている。

・防災対策については、危険区域等の情報について、

上部機閲である各省幹部からなる内務省国家非常

事態対策本部 (Comitede Emergencia Nasional)を

通じて、防災対策の実施機関に伝わるようにして

いる。
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・出席者の一名から、 「ベネズエラの砂防セミナー

に参加した経験があり 、エルサルヴァドルにも砂

防技術が必要であると感じた。しかしながら、砂

防技術を理解している技術者がいないため、是非、

技術の移転をお願いしたい。」と発言があった。

外務省 (Ministeriode Relaciones Exteriores) 

・エルサルヴァドルでは、内戦が終了して山地部へ

住宅や牒地が進出し、災害に対する危険度は増し

ていると考えている。

・予算面もあり 、災害対策はほとんど進んでいない。

・進学率が低いため、良質な技術者が足りない状況

である。

今回の私たちの派遣によりエル ・サルヴァドルが

はじめて砂防を認識したと思います。そして前述の

ように、今回のカウンターII゚ ートについては、河川の災害

対策等の対処療法的な基礎知識は有していると考え

られ、今後はそれらも含め体系的な砂防技術の移転

が必要と思われました。そのため、砂防技術の専門

家の派造により体系的な砂防技術を移転して技術者

を養成していく必要があるということを．TICAへの

最終報告としてきました。

4.エル・サルヴァドル生活

2週間という短い滞在でしたが、その間に私が経

験したエル ・サルヴァドルの生活について簡単に述

べたいと思います。

公用語はスペイン語で地方に行ってもいわゆる土

沿の言葉というものはないようでした。主食は、意

外にも米だという答えが返ってきましたが、私の見

たところでは米とトウモロコシの粉のバンのような

ものと豆が主食といえると思います。ププサという

トウモロコシの粉もしくは米の粉を練ったものの中

にチーズや野菜を入れて鉄板で焼き上げたものはな

かなかの美味でした。

また、エビは食べるのですが、魚を食べないのも

意外でした。飲み物はもちろんコーヒーですがエ

ル ・サルヴァドル人の膜きは、エル ・サルヴァドル

産のコーヒーは癖がないのでプレンド用にしか使わ

•れていないことのようです。

気候は、滞在した頃がちょうど雨季から乾季への

変わり目で11月から4月が乾季、 5月から 10月が雨季

となっています。滞在中は、乾季に入っているとい

ってもよく昼間は気温30度と暑いのですが、特に朝
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は、からっとしてさわやかでした。

町並みは、サン ・サルヴァドルが標高800mぐら

いの山麓にある町で平らなところがほとんどありま

せんでした。高居のオフィスビルや住宅が少なく、

特に住宅は高思住宅を見かけませんでした。道路を

走る車は、圧倒的に日本車で韓国車を時々見かける

程度、ベンツは走っていましたが、アメ リカ車は見

かけませんでした。とは言っても、町の中にはアメ

リカ資本のファスト ・フー ド店が立ち並び（なぜか

マクドナル ドはなかった。）、大規模なショッビング

モールがいくつかありました。

治安はというと、現地調査を予定していたある地

区が治安上危険だというので直前に調査が取りやめ

になったことからも内戦が終わって8年になろうと

していてもまだまだ安全とは言い難い国です。

5. l月13日の地裳について

1月13日の地震のニュースをテレピで見たとき映

し出された土砂で埋まった住宅地の映像とその地区

名に驚きました。私たちの派造中にスベイン語の通

訳として同行してくれた方（日本在住経験のあるエ

ル ・サルヴァドル人）の住所がテレビで映し出され

た地区だったので安否を確認するためにメールを送

りました。返信はすぐにあり、通訳だった方の隣の

地区が大きな被害を受けたところで自分の家の地区

の山にも地厖で亀裂が発生し避難をしているところ

だとのことでした。

この方は、現在日本からの医療救援チームに通訳

として同行しています。

地震発生後1ヶ月ほどたった今も多くの人々が避

難生活を送っているとのことで私の派造中にお世話

になった現地エル ・サルヴァドルの方々の感謝する

とともにお見舞いを申し上げます。
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第15回「日中河川及びダム会議」に参加して

1.はじめに

日中河川及びダム会議は、昭和60年4月に開1磁さ

れた第3回日中科学技術協力委員会において合意さ

れた二国間技術協力に基づき、同年10月に第'1回会

議が中国で開催され、その後、毎年日中で交互に開

催地を換えて実施されてきた。両国の河川及びダム

に関する技術上の諸問題について、研究発表と意見

交換がなされているもので、中国側のこの会議への

参加者は既に600名を数え、そのうち100名程度が来

日している。

今回の第15回日中河川及びダム会議は、平成l2年

l]月26日から12月3日まで、中国で開催された。本

会議は、 11月28日に武漢で開かれ、これに引き続き

29日から12月1日まで現地視察が実施された。

今般、日本側代表団の一員として会議に参加する機

図1 位置因

＊ （財）砂防 ・地すべり技術センター砂防部長
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会を得たのでその概要等について報告する。

2.会議の日程及び代表団

会議日程については、下表に示すとおりである。

第15回 日中河川及びダム会議 行程

行程 宿泊地

"/26 （日） 成田一北京 北京

"f27 （月） 日本大使館＆水利部表敬訪問北京→武漢 武淡

長江水利委員会表敬（写真-1)

11(28（火） 第15回日中河川及ぴダム会猥（武漢） 武漢

11/29 （水） 長江堤防ー竜王廟危険区1111現湯視察 武涎

長江科学院（三峡ダム実験場）見学

"/30 （木） 武漢一荊州 且E 日口

荊州大堤防現場視察

鋼矢板による長江堤防補強区間視察

12/01（金） 巧洲覇ダム＆三峡ダム現場視察 武漢

12/02（土） 武漢ー北京 北京

12/03 （日） 北京→成田



foreign circumstances 

写真-1 長江水利委員会表敬

日本側代表団は、平口建設省河川局次長を団長と

して学識経験者他関係者を含め14人が会議に参加し

た。中固側からは、菰哲仁国際合作及び科学技術司

長を代表囲長として総勢so名が参加した。

第15回日中河川及びダム会議日本側代表団

団長河Ill局次長 平口 洋

団月 河川局開発課開発調整官 青1.1., 俊行

団 貝 水資源開発公団日吉ダム管理所長 坂田 登

団 貝 （財）河川情報センター企画 ・調整部長代理 宮岸患雄

団 貝 （財）ダム水源地環境整伯センター研究第二部長 吉田 延雄

団 員 （財）砂防 ・地すべり技術センター砂防部長 松井宗広

団 員 （財）国土1開発技術研究センター開査一部次長綿貰布征

団 員 （財）国土開発技術研究センター関査一部 岡安徹也

団 貝 中国水利人材養成プロジェクトチーフアドバイザー 氏家消彦

団 員 中国水利人材養成プロジェクト専門家 西山岡至

団 員 在中国日本大使館二等柑記官 裔井嘉親

（学織経験者）

団員京都大学名誉教授 岩佐義朗

団員芝涌工業大学教授 高橋 裕

団貝広島大学工学邪教授 福岡捷二

（通訳）

（財）国土開発技術研究センター委嘱 佐々木陸

3.本会議における発表論文

論文の発表は中国側から6課題、日本側から6課題

が発表された。以下にその概要を紹介する。

① 「黄河下流の堤防及び決壊対策について」

発表者 水利器黄河水利委員会洪水防止総揃屑毬弁公室裔級工程師

張素平

黄河下流の河道は河口まで786kmあり、洪水対策
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上重要な区間については両岸とも堤防で守られてい

る。これらの堤防は、明梢時代からの500年の歴史

を持つものから、 1855年の決壊以後再構築して100

年を経るものなどがある。 1949年以降3回の大規模

な修繕を経て堤防を強化し洪水の防止能力を高めて

きた。

しかし、河床が堆梢土砂により上昇している状況

は変わらず、決壊の危険性は高く、決壊対策の研究

の必要性が高いこと及び決壊対策の考え方と具体的

な方策について報告された。

②「河川堤防安全性の評価」

発表者 （財）国土開発技術研究センター調査第一部次長

綿貫布征

E本の河川並びに堤防の現状、代表的な被災事例、

堤防の重要度評価、耐震点検の考え方、浸透に対す

る安全性評価の考え方が紹介された。報告の中では、

河川堤防設計技術指針案を基に堤防設計における堤

防の安全性評価の視点や、没透対策、耐簾対策を検

討するための解析の手順、並びに堤体の土質、基盤

条件、外力条件（降雨と河川水位）、照査基準等の

考え方が解説され、侵食に対する堤防の設計や耐震

設計の考え方について報告された。

③ 「鋼矢板止水壁の漏水防止効果に関する初歩的評

価」

発表者 水利部長江水利委員会長江科学院高級工程師

馬水山

日本政府の無倣資金協力で長江干堰燕商地区に実

施された鋼矢板止水壁の漏水防止効果についての研

究報告がなされた。鋼矢板止水壁が設骰された堤防

の基礎地盤は、第4紀沖租層で厚さは25.0m以上で、

その間に透水恩を挟んでいる。

鋼矢板設置後2000年の洪水期を含む5月l2日～9月

27日の間、 6箇所に設置した計測器により地下水位

の変動や浸透水圧を把握し鋼矢板の止水効果を評価

した結果、鋼矢板設置区間の中央部では、洪水によ

る水位変化と関係無く鋼矢板背面の地下水位や浸透

水圧が一定していることが確認された。

④「河川における市民団体などとの連携対策のあり

方について」

発表者 建設省河川局開発課開発調整官

青山俊行
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日本の最近の河川行政施策について、市民団体と

の連携対策のあり方に関する検討や取組みに関する

報告がなされた。日本の治水 • 利水への国と地方の

関わりを含む河川管理体系や環悦分野への市民の取

組み、近年増加している市民団体の参画事例として、

長良川環境レンジャーや三島市の源兵衛川のグラン

ドワーク等を紹介した。また、市民団体との連携に

おける行政側並びに市民団体側の課題の概要を紹介

するとともに、新たな連携形態の郡入、 人材確保の

ためのシステム磁入、連携を支える仕組みの祁入、

行政側の体制整備等の必要性等、今後の検討課題に

ついて報告された。

⑤ 「CFRD（表面）のコンクリート浸透と侵食耐久

性について」

発表者武漢大学水利水電学院講師 玩燕

ロックフィルダムの耐侵食を目的として用いるコ

ンクリ ートCFRD（コンクリー ト表面遮水壁型ロッ

クフィルダム ：ConcreteFacing Rock:fill Dam)の厚

さは高さ200mのロックフィルダムの場合、 lmに満

たない厚さであり、投透特性 ・浸食特性について懸

念されている。

本発表では、 CFRDコンクリー トの没透特性につ

いて、28日材令のコンクリー トを供試体に用いた浸

透係数と浸透時間、動水勾配との関係に関する実験

並びに解析結果の概要が報告された。

⑥ 「ダム本体工事の技術開発」

発表者 水資源開発公団日吉ダム管理所長

坂田登

重力式コンクリ ートダムの合理化施工としての面

状工法であるRCD工法やELCM工法開発の背景や、

これらの工法の一般的特徴並びに適用性について紹

介された。

また、施工設備の簡易化、エ期の短縮によりコスト

縮減を屈るための合理化施工法として、河床砂礫や

掘削ズリ等の現地発生材にセメントを簡易な方法で

添加・混合し、盛土の強度増加を固るCSG(Cemented 

Sand and Gravel)工法について紹介された。

CSG工法は、現在のところ仮設構造物としての使

用が主であるが、十分に締め固められたCSG材料は、

コンクリー トと同様に考えることができ、強度や耐

久性に劣る点を設計でカバーし、ダム本体構造物に

適用するための検討状況について報告された。
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⑦中国側発表課題 「水布亜コンクリート表面ロッ

クフィルダムの設計について」

発表者 水利器長江水利委員会探査測量企画設計研究員工程師

張運建

2002年に転流予定、 2009年に完成予定の水布亜ダ

ムを事例とした表面コンクリー ト・ ロックフィルダ

ムの設計について報告がなされた。同ダムは、長江

の支流である消江（長さ 423Km、流域面積

17,000km)の河口から 153Kmの地点、湖北省巴東

県水亜布に建設予定の提高233mのダムである。

発表は同ダムの表面被覆方法として用いられるパ

ネルコンクリー トの耐侵食性能を評価するために実

施した応力応答解析による変形やひび割れに関する

予測結果について報告された。

⑧「水害の多様化について」

発表者 （財）河川情報センター企画 ・調整部部長代理

宮岸忠雄

1999年から2000年にかけて日本国内で発生した災

害の発生状況について紹介された。近年の水害特性

の多様化について、①福岡県福岡市の地下水浸水被

害②広島県広島市、呉市の奈雨土砂災害③神奈川県

玄倉川におけるキャンプ者水難事故④熊本県不知火

町の高潮災害⑤北海道有珠山、東京都三宅島の火山

災害⑥愛知水害のそれぞれの被災規模、内容や被災

形態の追い等について報告された。

⑨「太湖周辺の水資源汚染問題及びその対策」

発表者太湖流域管理局水資源保全局局長

朱威

中国東部、長江三角州の南側に位置し、江蘇、浙

江、上海の二省ー市に属する太湖流域の水質汚濁に

関する報告が行われた。太湖は、中国第三の淡水湖

であり 、南北68.5Km、東西34Km、平均深さl.89Km、

最大深さ2.6m、換水周期は約309日の典型的な平野

型淡水湖である。

報告は、①太湖の基本状況②太湖の水資源問題

（水質悪化、水資源批不足、地下水揚水による地盤沈

下）③水質汚染総合対策の3つの問題点について指

摘され、その総合的な対策方法について報告された。

⑩「ダム湖の水質対策」

発表者 （財）ダム水源地累境整備センター研究第二部長

吉田延雄



|E知巧約冗髯遥蓋笠滋応公姑迅9ぶ＇iふ逐． 1111 

日本におけるダム完成後の水質問題への取組み状

況並びにダム等管理フォローアップ制度の概要につ

いて報告された。報告は、ダム湖の水質問題の現状

並びに、冷水対策、濁水長期化対策、宮栄養化対策

について流域対策も含めた一般的な対策が紹介され

た。さらに、その対策の効果や有効性を評価するた

めに実施しているダム等の管理フォローアップ制度

について、制度の位置付け、実施状況並びに今後の

方向性について報告された。

⑪「淮河流域の水資源危機及び水生生態環境保全に

ついて」

発表者淮河流域水資源保全局工程師 万 一

1970年代の後期から水質悪化が始まり、 1980年代

になり国民経済の向上と都市化により水質悪化が激

しくなった淮河流域の水質保全対策並びに生態系へ

の影響と改善への取組みに関する報告がなされた。

淮川の水質保全対策は、 1991年からはじめられ、

主要都市の主要汚染物CODの排出是がl993年から

1998年までで31.26％に減少し、かなり改善したが
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絶対的な目標値の達成はできていない。

このような状況下で、水質改善のため4ダムのゲ

ート操作により、淮河の中下流域での水質悪化を防

ぐ努力を行っていることと、流域対策として、牒業・

工業 ・都市用水の各分野において節水型社会への移

行を推進することの必要性について報告された。

⑫「総合的な士砂災害への取組み」

発表者 （財）砂防 ・地すべり技術センター砂防部長

松井宗広

日本で現在、検討が進められている総合的な土砂

災害への取組みとして、 2000年5月8日に成立した

「土砂災害警戒区域等における土砂災害対策の推進

に関する法律」を中心とした各種‘ノフト対策の現状

について報告した。報告では、日本の国土条件を諸

外国と比較して紹介するとともに日本の土砂災害の

現状、新たな法律制定の背景、法律の骨子を紹介し

た。また、同法の趣旨を実現するための根幹施策と

なる土砂災害情報の収集 ・情報提供体制の充実方

策、土砂災害特別警戒区域の指定の概要、さらには

情報収集 ・提供システムの高度化にむけての総合的

取組み等、各種ソフト対策の現状について報告した。

4.現地視察

本会議に引き続き11月29日、 30日、 12月1日の 3

日間にわたり現場視察を行った。29日は1998年洪水

後、河川改修整備が進められている武漢市内の長江

堤防の竜王廟危険区間、並びに長江科学院の三峡ダ

ム模型実験施設を見学した。 30日は荊州に移動し荊

江大堤防、並びに］999年に日本の無償資金協力で整

備された鋼矢板による長江堤防補強事業区間を視察

した。また、 12月1日は葛洲覇ダム及び三峡ダムを

見学した。

現池視察は中国側の地方機関からの参加者も同行

し、日本側代表団との技術交流を図ることができ、

大変有意義なものとなった。以下に、主なものの概

要を紹介する。（図-2)

l)長江堤防補強事業

1998年の夏、長江流域では1954年以来2回目の大

洪水が発生した。長江中下流の堤防に危険な現象が

多発し、洪水被害も甚大で日本を含む国際社会の注

目を引いた。 1999年1月に、水利部は対外貿易経済

部を経由して在中国日本大使館に無低援助要詰書を
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提出し、3月に中日両国政府は実施の合意に至った。

本事業は、長江中下流の重点区間において、鋼矢

板の設置により堤防を補強し、洪水などの水害によ

る社会的な損失を軽減することを目的としている。

（写真-2)

写真•2 提外地側の堤防法尻付近に鉄矢板が設堕されている

長江本川堤防の重要度と危険度によって、本事業

の施工箇所は荊江大堤観音寺ゲート区間と洪湖長江

本提燕窟区間が選定され、バイプロハンマとパイル

ハンマに rる鋼矢板打設工法が採用された。（表-1)

表-1 長江提防補強事業諸元

工事場所 軸線長 使用量 工期

荊江大堤観音寺
2533枚

1999.10~ 
1.0km 

ゲート区間 2000.4 

洪湖長江本堤
3019枚

2000.1~ 

燕翁区間
l.2km 

2000.4 

ムロ 計 2.21cm 5552枚

2)荊江分洪区（遊水池）

洪水防止を荊江大堤だけに頼った不安な状態を脱

却するために、 1952年、荊江の南岸に920km,、貯

水批54憶nl3の遊水池が造られた。同遊水池は荊江

分洪区沙市対岸の公安県にあり、南岸の支流地勢を

利用して取水門、調節水門と遊水池を取り囲む堤防

及び複数の排水門からなる。

取水門は遊水池の北端に設四されている。（屈-2)

これは遊水池の中心施設で54門のゲートからなる取

水口があり、全長1054mに及ぶ。



荊江大堤の水防能力を上回る洪水が発生した時に

北水門を開放して遊水池へ洪水が放流されるように

なっている。遊水池の受入能力を超えた超大規模洪

水の場合は調節水門としての南水門を開いて洞庭湖

へ分流される。南水門はゲー ト32門、全長344mで

ある。（図 2)

この施設が完成した翌年の1954年には、増水期に

長江で100年確率規模の水害が発生した。荊江大堤

は非常に危険な状態となり、江漠平野と武漠市は脅

威にさらされたが、北水門で3回にわたって分水を

行い、沙市の水位を0.96m下げることができ、事無

きを得たということであった。

遊水池は貯水していない状況では、普通の平地の

水郷と全く変わりなく、 1954年以降は分水していな

いこともあり、現在では荊江遊水池内の人口は約50

万人に達している。政府も遊水池内に出賽して、複

数の安全区や安全住宅を建設しており、分水の際に

は住民の安全を確保できるようにしている。

一写頁—3 対岸側（長江左岸側）が遊水池

写真4 遊水池の対岸（右岸側）の住家
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遊水池内の建物等の新設には当然許可が必要で、

遊水池への分水により許可を受けた建物等が浸水被

害を受けた場合は補償されるが、無許可の建物等は

補償されない。それにしても、現在の遊水池内の人

口が約50万人であることを考えると、遊水池内への

分水は日本の感覚では到底想像もつかないことの様

に思われた。（写真-3、4)

3) ~洲覇ダム

葛洲覇ダムは長江狭さく部に現在建設中の三峡ダ

ム下流約40kn1の地点に位置する。

目的としては、 三峡ダムから宜昌までの航路確保と

ともに、将来の三峡ダム発電所の逆調節を行い、水

頭を利用して発電することである。また、長江本川

を締め切ってダム工事が実際に施工出来るのかとい

うことと、より規模の大きい三峡ダム建設工事実施

のための試金石と位置づけられていた様である。

ダムは1970年12月30日に着工 し、 1981年5月に初

期湛水を開始し、同年6月27日に航路の開通、 1981

年12月27日に発電が開始され、工事全体は1988年12

月に竣工した。（写真—5)

写真5 葛州覇ダム

構造の中では舟運確保を主目的とした排砂門及び

上流の「土砂堆梢防止提」と説明された上流の堤防

が印象的であった。

ダムの諸元を表-2に示す。

4)三峡ダム

三峡ダムは、国家的プロジェクトと目される大事

業で、現在工事の最盛期を迎えている。（写真-6)

ダムサイトは長江河口の上海から約1000km西側

の上流に位置し、緯度的には日本の鹿島市よりもや

や南に位置する。

ダム湖は約600km上流の謡炭市まで達し、この建

設工事にともなう水没者約84万人の移転が計画、実
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表-2 葛洲覇ダム諸元

項 目 数址

1、貯水池

総貯水容最 15.8位mJ

集水面積 100万km'

2、ダム

型式 重批式コンクリートダム

堤高 53.8m 

堤頂長 2,606.Sm 

排水排砂門 9門／右岸側（大江）

排水門 27門／中央部 （二江）

排砂門 6門／左岸側 （三江）

3、発電所

年間平均発竃退 153.8億kW・h 

発電機基数 21基

4、シップ ・ロ ック

型式 間門式

1号シップ・ロック1万激 LXH 280mX34m 

2号シップ・ロック LXH 280mX34m 

3号シップ・ロック LXH l20mX 18m 

3000激

表-3 三峡ダム諸元

項 目 数批

1、貯水池

総貯水容祉 393憶m'

流域面積 100万km2

2、ダム

型式 重枇式コンク リート ダム

堤頂標高 185m 

堤高 175m 

堤頂長 2,309.47m 

堤体積 1,486万mJ

3、発電所

型式 ダム後部式

最大出力 1,820万kW

平均発電最 846.S僻kW・ h 

1基当たりの最大出力 70万kW

発露機基数 26基

4、シップ ・ロック

型式 蘭門式

寸法（長さx幅X深さ） 280m X 34m X 5m 

段数 5段 X2通行

5 、 シップ • リフト

型式 エレベータ式XI機

寸法（長さx,11品X深さ） 120mX 18mX3.5m 

6、水没関係

水没塁地(1922年調査） 2.45万ha

移民人口(1922年調査） 84.41万人
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写真6 工事最盛期を迎えている三鋏ダム

施されている。日本と比較すると、流域面稽は100

万km2で口本全土の約3倍、総貯水容鼠は393位nゃで

琵琶湖 (275i意而）の1.4倍、日本全国のダム約2500

基の総貯水容祉約226惚m3の約2倍、堤体校］，486万

而は日本最大のコ ンク リート形式のダムである宮

ヶ瀬ダム206万面の7倍強と、とにかくその大きさ

に圧倒される。ダムの主要諸元を表-3に示す。

三峡ダム建設の目的は次のとおりである。

．洪水調節 ：長江中下流地域の安全度を現状の10年

確率から100年確率まで高め、中下流の12.6万km2

の面栢に住む9,000万人の住民と470万haの農地を

洪水の被害から守る。

•発電： 26基の発電機 （単機容批70万kW) により

年問に846.8億kW・h発電し、 主に華東及び華中

地域に供給する。

．舟運： 宜昌から重脱まで約600kmの舟運の改良が

挙げられる。現在は3,000t級の船舶しか航行でき

ないが、貯水による航路条件の改善により、上海

から重慶まで1万t級の船団が航行可能となる。

（写具-7)

写真—7 半川締め切りの右岸側を通過する客船



foreign circumstances 

このため、船舶航行用として、 1万l級の船団が通

行可能な5段式シップ ・ロック2条（写真-8) と、

3,000t級の船舶が通行可能なエレベータ式シップ ・

リフト 1基の工事が実施されている。（写真-9)

写真ー8 シッブロックの工事状況

写真9 長江水利委員会に展示されている三鋏ダム完成模型

シップ ・リフトは主に定期観光船の通行用とされ

る予定である。

三峡ダムの主要工事工程は

準備工事及び第一期工事 5年 (1993~1998年）

第二期工事 6年 (1997~2003年）

第三期工事 6年 (2003~2009年）

で、準備工事を含めると全体工期は17年を要する。

発電開始は2003年、全計画が完了するのは2009年の

予定とされている。準備工事段階と第二期工事段階

の状況を写真一10に示す。

1111 

〇堆砂問題等

三峡ダムの堆砂問題は難しい問題であると認識さ

れている。中国側の検討筏料の一部を引用すると次

の様である。「三峡ダムに流れ込む土砂県は年間平

均5.3似トンで、上手く対応できないと、ダムの正

常な効果発揮に影聘をもたらすだけでなく 、ダムの

使用寿命が短くなり、また、長江黄金水道の通行に

も影響を与えるであろう。国務院が批准した長江流

域総合利用の計画によると、今後の数十年以内に上

流の主流と支流に多くの大型ダムと巨大ダムが建設

される予定である。これらのダムの建設と現在即急

に進めている長江上中流の水土保全工事、及び長江

防砂林の建設はみな三峡ダムに入る士砂を削減する

役割がある。」とされている。

ダム地点の流砂溢の特徴は「三峡工程泥沙問題研

究1994.4」によると以下のとおりである。

①含沙屈は比較的小さいが、年間の流送土砂磁は大

きい。

宜昌観測所における年平均流送土砂凪は5.21億

t、年平均含沙羅は1.19kg/m'

②年間の流送土砂最は洪水期に集中する。6~9月の

浮遊砂批は総流送土砂搬の84~89％を占める。

写真10 93年と98年のダムサイトの状況比較
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③浮遊砂が主体で砂利や砂礫の掃流砂の

割合は小さい。

宜昌観測所における掃流砂量は砂利

が年間75.8万t、砂礫が862.2万t

④流送土砂最の経年的変化は特に増加、

減少のトレンドはみられない。

長江水利実験所における説明によると

河床材料は0.30~0.4mmで、毎年約500万

トン程度土砂を掘削する必要があり、上

流では200数十万掘削するので、 30年＜

らいは大丈夫であるとの説明を受けた。

年間平均概ね5億トンの流送土砂枇は

すべて堆積するわけではないため、浚渫

菰を、この程度と見和もっているものと

考えられる。

また、貯水池上流にはかなり大規模な

地すべりがあり、モニタリングしている

とのことであったが、貯水池の容秘に比

べると大変小さいので問題にしていない

とのことであった。

5.黄河の断流

中国側発表論文「黄河下流の堤防及び

決壊対策について」に関して、知り得た

ことについて紹介したい。

4大文明の発祥の地であり、 「白草原頭、

京師を望めば、黄河の水流れて尽きるこ

となし ・・ 」と七言絶句の名手、王晶齢

が漢詩に顕している、流域面積約75万

km2、日本の約2倍の流域面積を誇る世界

でも有数の大河を流れる水が無い、など

ということは日本のように雨の多い国で

はとうてい考えられない。 しかし、その

黄河から水が無くなる「断流」が実際に

起っていたのである。

「断流」の区間は年に より異なり、

l995年には河口から683kmの河南省央河

灘地点まで、 1997年には河lコから703km

の河南省開封市近くの黒岡口にまで達し

たとのことである。発生頻度は1972年ご

ろから恒常的に発生し始め、以来1999年

までの28年間のうち22年間において断流

が発生したとのことである。

特に1992年以降は、その発生開始日が
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早くなるとともに、断流日数が急激に

増加し、 1997年には年間226日の断流が

発生、山東省の統計によれば1990年以

来の断流による経済損失額は約200億元

とされている。

断流発生の原因は、降雨址の減少は

もとより、水供給能力を上回る水利用、

非効率な水使用と管理体制の不備があ

げられている。

国務院の批准を経て、黄河水利委員

会は水利部の統一指揮のもと1999年3月

から黄河の統一調整を開始し、各省

（自治区）の取水量を水配分比率に基づ

いて調整し、省疫の断面流最による調

整を実施した。また、都市生活用水と

重要な工業用水を優先し、 必要な流砂

用水と環悦用水を確保した結果、1999

年の断流日数は42日間に減少し、 2000

年は12月現在までで、断流は発生して

いないとのことである。

黄河の河床上昇が何故起こるのかと

いう疑問は氷解した。なにしろ、土砂

を流す水が無いのであるから ・..。

図•5 中国国家機関組織図

匝亜亘

匝亨

巨 官房業務

槻画計画司l 国家水利発展戦略、中長期計画の策定

・撒策法規司I 水利法制度と建設基準の策定

•匠垣西l 水資源の統一計画、管理と保護業務

梃済関節叫 水利業務の経済覇節措此

1人事労慟教育可 人事管理、機楠編成給与管理

知際合作科技洲 対外業務、技術協力、交流

・ I!!設管理司I 水利施設の管理、技術基準の監将実施

.松上保持司L 全門の水土保持業務．水土流出総幣仙

但村水利司I 農村水利の方針政策、発展計前の検討

IOO家水容防止阜魃対策総指揮部弁公室

屈l家水害防止旱魃対策総指揮部の通常業務

図•6 水利部組織図

6.南水北調事業

今回の現地調査の行程にはなかった

が長江水利委員会で、熱心に説明を受

けた壮大なプロジェクトがある。長江

の水を遥か500km北を流れる黄河をも

越えて尊水する「南水北調事業」であ

る。この事業は次の様な中国の水事情

を反映している。

・中国の水資源の総枇は約2兆8千憶m3

（世界の第6位）であるのに、一人あた

りの平均賦存戴は世界平均の1/4（世界

で第88位）と水査源が乏しい国である。

・全国的に見ると水賓源の分布が均衡

ではなく、長江流域及び南方諸河川の

流出屈は全国の80％以上を占めるが、

耕地面積は全国の40％以下で、水資源

の豊富な地域である。

・一方、黄河、淮河、海河（図-l)の3

大流域と西北の内陸地域は面積が全国

の50%、耕地が45%、人口が36％を占
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めているが、水資源の総位はわずか全国の12%し

かなく、渇水地域である。

• 西北と華北地域は、土地や鉱産物査源が盟富で、

我が国のエネルギーと穀物 ・綿花 ・食用油の生産

基地となっており、国民経済において重要な戦略

的立場にある。

• 特に黄河 ・ 淮河 • 海河平野と膠東半島は我が国の

人口が密集していて、耕地率が高く、経済が発達

している地域であるが、現在、水資源の不足はす

でに経済発展を制約する要因となり、生態環境の

悪化をもたらしている。早急に導水により解決す

る必要がある。

南水北調事業には3ルートがあり、東線と中線

（図3)は計画が完了しており、西線は現在計画中

である。東線は2001年に滸工予定であり、 トータル

尊水最は400億m3である。水は、江蘇省、安徽省、

山東省、天津市に送られる計画で、一期工事として

150俯m3を祁水する予定とされ、黄河の下を渡る水

は約60億m3で河北省から天津に端水されるという

ことであった。（固-4)

中線は、貯水最200億m3の丹江ダムから河北省、河

南省に導水される予定で、現在、ダムの嵩上げを設

計中、西線は、現在計画段階で、青海、甘粛、寧夏、

恢西、内モンゴル、山西に祁水される計画である。

7.砂防に関する組織と水土保持法

今回の訪中によって知り得た中華人民共和国の砂

防に関する組織及び日本の砂防法にあたる法律「中

華人民共和国水土保持法」について紹介したい。水

土保持法についは1991年6月29日第7期全国人民代表

大会常務委員会第20会議を通過し制定されたもの

で、現在、 北京の「中国水利人材養成プロジェクト」

のリーダーとして赴任中である氏家さんから写しを

頂いたものである。

砂防行政は国務院の水利部に所属する水土保持司

が所常している。水土保持司は全国の水土保持業務

を統括し、水土流出総合整備を調整する。また、水

土保持工事計画の策定 ・実施、全国の水土保持重点

整備域の業務を所掌し、水土流出に係る調査業務を

指導、関連法律、規則の実行状況について監督する。

（図5、6)

ちなみに、水利部の職員は現在220名で、水利部

に関係する日本の組織でいうと現在の国土交通省の

地方整備局にあたる組織として長江流域委員会をは
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じめとする流域委員会がして全部で7つある。この

他に、研究機関と しての中国水利水電科学研究院や

外局、センターなどがある。このセンターの内「水

土保持セ ンター」があるということで典味深かった

が詳しく聞くことが出来なかった。

「水土保持法」については、全体として土砂の流

出を査源の流失と捉えること等、土壌保全を含めた

面的管理や行為規制を主体とした管理的要素に重点

がおかれていることに特徴があるという印象である

が、その条文のうち主たるもの及び典味深いものの

一部について紹介する。全文について必要な方は、

当センター企画部国際課に問い合わせられたい。

「中華人民共和国水土保持法」

(1991年6月29日 第7期全国人民代表大会常務委員

会第20回会議を通過）

第一章

第一条

第二条

第三条

第四条

総則

土砂流失を予防およぴ管理することに

よって土壊資源を保護し、その合理的

な利用を図り、水害、干ばつ、風雨や

土砂による災害を軽減し、生態環税を

改善し、生産の発展を促すことを目的

として、本法を制定する。

本法における土壌保全とは、自然要素

や人間活動が原因で引き起こされる土

砂流出に対して採用する予防対策や管

理対策を指す。

すべての団体および個人は、土壌資源

を保護し、土砂流失を予防管理する義

務を負う。同時に土壌資源を破壊し、

土砂流失を招いた団体および個人を告

発権利を有する。

国家の土壊保全政策は主に予防対策と

する。全面的な計画を策定し、総合的

な予防対策や管理対策を実施し、実情

に応じた対策、管理強化、便益重視を

方針とする。
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第七条 国務院と県級以上の人民政府の水行政 一般森林区の伐採については、伐採計

主管部門は、土壊査源の調査と評価に 画の中に前項の規定に定められた伐採

もとづいて、関連部門と協力して土壌 区土壊保全対策を盛り込むものとす

保全計画を作成しなければならない。 る。伐採計画が林業行政主管部門の認

当該土壌保全計画は同級の人民政府の 可を得た後、水行政主管部門および林

認可を得なければならない。県級以上 業行政主管部門が、当該伐採区土壌保

の地方人民政府が認可した土壌保全計 全対策を監督し、実施する。

画は、その1級上の人民政府水行政主

管部門が管理する。土壌保全計画の変 第十七条 5度以上の斜面を整地し、アプラッバ

更は、元の計画を認可した機関から再 キやオオアプラギリなどの防護林を植林

認可を受けなければならない。 する場合は、必ず土壊保全対策を諮じ、

土砂流失を防止しなければならない。

第十条 国家は、土壌保全に関する科学技術研

究を行い、土壌保全に関する科学技術

の水準を向上させ、土壌保全に関する 第三章 管理

先進技術を推進し、土壌保全の科学技

術面での人材を計画的に育成すること 第二十一条 県級以上の人民政府は、土壌保全計画

を奨励する。 にもとづいて、関連する行政主管部門

や団体を組織化して、土砂流失に対する

第十一条 土砂流失の予防管理業務において成績 計画的な管理を行わなければならない。

優秀な団体あるいは個人は、人民政府

によって表彰される。 第二十二条 水による没食が進行している地域で

は、自然の谷とその両側の山地から形

成される小流域を一つの単位として、

第二章 予防 全面的な計画を策定し、総合的な管理

を行い、土砂流失に対する総合的な予

第十二条 各級の人民政府は、全人民を組織して 防管理システムを建設する。

植林を行い、牧草を植えることを奨励

して、森林面積を広げ、緑地帯を増や 第二十四条 各級の地方人民政府は、臭業集団経済

さなければならない。 組織や牒民を組織化して、開墾禁止傾

斜角度以下、 5度以上の斜面の耕地に

第十四条 25度以上の斜面で、開墾を行ったり牒 対して、計画的な管理を行う 。それぞ

作物を植えることを禁止する。 れの状況にもとづいて、排水系統の整

備、棚田の造成、貯水によって土の流

第十六条 樹木を伐採する場合は、現地の実情を 失を防止する耕作方法などの土壌保全

考慮して合理的な伐採方法を採用しな 対策を講じる。

ければならない。過剰な伐採を厳しく

管理し、伐採区および林道において土 第二十六条 荒れた山地、河川流域、丘陵、砂浜な

砂流失対策を諧じなければならない。 どの土砂流失管理は、農業集団経済組

また伐採後、すみやかに補充のための造 織、農民個人あるいは複数の農家が共

林活動を実施するものとする。水源の涵 同で請け負うことができる。

養林、土壌保全林、防風林など保護作用

をもつ森林については、樹木の生育や森

林の更新のための伐採のみを許可する。
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第四章 監督 の教育課程に土坑保全の課程を加えな

ければならない。

第二十九条 国務院の水行政主管部門は、土壌保全

監督のための監視網を竪備し、全国の

土砂流失の動態について監視および予 第二章 予防

報を行い、かつこれを公告する。

第八条 山地、丘陵地、砂漠地の地方人民政府

は、薬草採取、蓑蚕、木炭やれんが製

「中華人民共和国水土保持実施条例」 造などの副業生産に従事する団体や個

(1993年8月1日国務院令第120号発布） 人に対して、土壌保全の立場から管理

を強化し、土壌保全対策を講じて、土

第一章 総則 砂流失と生態環境の悪化を防止しなけ

ればならない。

第一条 〈中華人民共和国水土保持法〉（以下、

〈水土保持法〉という）の規定にもと 第十条 地方人民政府およびその関連主管部門

づき、本条例を制定する。 は、現地の実情に応じて、炭や薪のた

めの造林を組織的に行い、小型の水力

第二条 すべての団体や個人は、土嬢資源を破 発電および風力発電を発展させ、メタ

壊したり、土砂流失を引き起こすよう ンガスや太陽エネルギーを利用した省

な下記の行為を行う団体や個人に対し エネルギー型コンロの普及に努める。

て、県級以上の人民政府の水行政主管

部門あるいはほかの関連部門にこれを 第三十三条 自然災害などの不可抗力によって土砂

告発する権利を有する。 流失が発生した場合は、関連機関や個

（一）森林や牧草を辿法に伐採し、緑 人は水行政主管部門に対して、その自

地帯を破壊する。 然災害の種類、程度、時間、およびそ

（二）荒れた斜面を迫法に開墾する。 れらに対して講じた対策などの状況を

（三）河川、湖沼、ダム、および土捨 報告しなければならない。水行政主管

場以外の水路に土砂、土石、あるいは 部門による事実調査の結果、「土砂流

くず鉱石、固形廃棄物を廃棄する。 失の危険は回避不可能であった」と懃

（四）土壌保全施設を破壊する。 定されれば、当該機関の費任は免除さ

（五）土壊資源を破壊し、土砂流失を れる。

引き起こすそのほかの行為。

8.中国水利人材養成プロジェクト

第六条 土砂流失の直点予防管理区は、国家、 本プロジェクトには国土交通省から派遣されてい

省、県の三等級に区分する。具体的な る氏家リーダをはじめとする2名の専門家とJICA調

範囲は県級上の人民政府の水行政主管 整員がその任にあたっている。プロジェクトの目的

部門が指定し、同級の人民政府が認可 は人材育成で、以下の4分野において水利指甜者の

し、公布する。 研修コースを設置し、中国全土の初級、中級技術者

を指祁する水利指祁者の育成を通じて、洪水や渇水

第七条 土砂流失が深刻な省、自治区、直轄市 被害を軽減させることを目的としている。研修対象

は、必要に応じて土壌保全の中等専門 は7水利委員会、専門組織、水利学校、省 ・直轄

学校を設立するか、あるいは関連する 市 ・自治区の水利局等に所属する約2000名を対象に

学院や学校に土壌保全の専門課程を開 している。

設することができる。また、小中学校
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中国水利政策の課題

洪水被害の軽減

• 長江洪水、土砂災害等
渇水被害の軽減

・黄河の断流等
水環境の改善

・太湖の水質悪化等

図-7 プロジェクトの情景

1'研修筐理分野

職貝研修に関する政策、理論、技術や研修を実施

するための組織構成、運営管理手法を理解させる。

2，水資源管理分野

水査源計画、分配手法を理解させるとともに、節

水、再利用等日本の先進的な技術、制度を理解させる。

3 建設管理分野

品質、エ期、コストを管理しながら工事を進める手

法を理解させるとともに、既存の施設を有効に利用

する技術を理解させる。

4,砂防分野

砂防分野の調査 ・計画 ・施工技術、土砂災害の観

測 ・予警報の技術を理解させる。

プロジェクトの背景を（図-7)に示す。

9.中国の印象

一言でいえば、大変若くて、大きい国（国土面積は

日本の約25倍、人口は約1叶音）であるという印象を受

けた。すなわち、これから、経済的にも大いに発展する

可能性があると思われた。北京市内はビルの建設が盛

んで、市場で見かけた少女の表情も明るい。（写真-11,12)

また、統計によると、現在中国には約l700万台の

自動車があるといわれている。日本には現在約7000

万台あるので、中国が経済成長してその人口に比例

して日本と同レベルにまで増えるとすると、将来、

中国の自動車保有台数は7僻台（現在の40倍）とい

う莫大な数になる計算となる。

酸性雨のことを中固では酸雨といい、それをもたら

す大気の状況を「空中鬼」と呼んでいるそうで、もしそ

うなると将来この莫大な数の車から放出された排ガス

が偏西風とともに日本上空に達し「空中鬼」を日本にも

たらすとも限らない。中国における環境対策は日本に

も璽大な影響を及ぼすということが脳裏をよぎった。

10.おわりに

中国水利部並びに長江水利委員会、在日本大使館の

高井二等書記官、氏家チーフアドバイザーをはじめと

する水利人材養成プロジェクト専門家各位のご支援

により、団長以下全員が12月3日に無事婦国できた。

特に、氏家チーフアドパイザーをはじめとする水

利人材養成プロジェクト専門家には帰国後も、この

報告をまとめるにあたっての問い合わせにお答えい

ただくというお世話までおかけした。ここに記して、

厚く御礼を申し上げる。

おわりに、本会識の益々の発展と 日本の技術協力

による「水利人材養成プロジェクト」の成功を心よ

り祈念する次第である。

写頁ーll 北京市内の建設中のピル

写真12 荊州の市場の様子
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2000年10月14,..,,,15日発生のイタリア北西部災書について

[l]はじめに

2000年10月l6日からイタリアで開催された第2回日

伊土砂災害防止技術協会会議に出席するためにイタ

リアに到箔したところ、当地の新聞の一面に掲載さ

れた生々しい災害写真が目にとび込んできた。災害

防止の会議を行うという矢先の出来ことであり、イ

タリア側の会議の出席者も災害対応のため多少変更

されることとなった。災害に出会ったのも何かの縁、

その実態を調査し、防災対策の教訓とすべきと考え

た。直接現地を調査することが会識のため出来ない

ため、現地の新聞を収集し、そこからその実態を汲

み取ることにした。新聞は「laRepubblica」

「CORRIEREDELLA SERA」「LASTAMPA」「IL

GAZZETTINO」である。今回の災害状況（州別、

河）II別）、過去の災害状況等に

ついて新聞記事を翻訳し、そ

れを忠実に分りやすく整理し

たものである。

[2]今回の災害発生状況

(l)各州別の被災状況（図一 l

参照）

lヴァレ・ディ ・アオスタ州

(VAL.DAOSTA) 

・ 2,000人におよぶ自動車運転者

が道路で身動きできなくなっ

た。

約1,500人が、 ドーラ ・パルテ

ア／IIの氾濫を恐れて家から避

難。避難者の数、 6,000人。

・死者8、行方不朋者9人、 3,000

人以上の市民が避難。

昨日の朝、ラナス（イタリア自

動車道路公団）は、 48時間の閉

鎖の後に南からの連絡道路を再

＊ （財）砂防・地すべり技術センター専務理事
**（財）砂防 ・地すべり技術センター企画部次長
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開した。

・午後、 トリノ方面への自動車道路を再開。車線を再

開した。ただし、これは緊急車両用のみ。

・総てが部分的に決壊した土手について危険性を排除。

・地上から接近できない地域に孤立している人々の救助

連搬用に、フランス政府からヘリコプタ8機が提供さ

れる。

．避難者を収容するために自治体当局がホテルを再開

する命令を発令。

・道路、橋梁などのインフラ再整備のための贅用が

2000位リラに達する。

・数百頭の家畜が溺死、葡萄畑が破壊され、何エーカ

ーもの農地がゴミに被われる。

．洪水による広大な農耕地に対する被害額は、 1000位

ヽ
l ‘ ‘ A 

図-1 2000年10月災害関係洲と主な都市等



リラに達する。事業費用を含める。

1)フランカ ・ア ・プレオイで死者が5人うち2人は看護

婦とその息子と思われる。避難者数千人。

2)アオスタ

・ラ ・ドーラ ・パルテア川が市街地に沿って氾濫。避難

者数1,500。ドーラ地域で犠牲者一人。この犠牲者は自

身の住宅の葡萄酒貯蔵庫（地下にあたる）にて死亡。

・死者5人、行方不明5人

・シャンティオンとサンヴァンサン地域にあるホテル

に対し緊急時（避難者を収容するため等）のための

再開命令が発せられる。

3)ポレイン

死体が見られたが、新たな増水のため収容できなかった。

2ピエモンテ州 (PIEMONTE)

降雨品48時間で300ミリリットルを記録。道路、鉄道の

閉鎖。タラノの水没が危惧された。 2,500人の住民が公

営住宅に避難。

1) トリノ

・7オの女の子供が溺死。市街地の周囲全部が洪水で囲

まれる。町の橋梁が閉鎖。生活用水の確保が困難。2

日間で600mmの降雨がある。

・ポー川の水位が脅威。トリネーゼおよびムラッツィ

の市街地で氾濫。

・パリおよびミラノ行の電車が不通。

・トリノーミラノ間の高速道路のA4号線のトリノ方面

にて、サンティアとロンデイソーネとの間で不通。

トリノーアオスタ間。高速自動車道路A5号線がトリ

ノアオスタ西間で不通。

・閉鎖された橋の数15、停電になった世帯数4万戸、避

難した人数1300人。

・セガレの空港は緊急時のみ開く。

・身元不明の浮浪者が、ストゥーラ川とドーラ・リパリア川と

に挟まれたメイジーノ公園で溺死死体で見つかった。

・トリノ市は、事実上、孤立。トリノヘの主要な連絡路は閉

鎖。閉鎖された橋の数、 14。IIの鉄道のうち、 6が運行休

止。病院では飲料水が不足。大学、工業技術院、学校、

少なくとも2日間閉鎖。スーパーマーケットでの強奪の恐

れ。何百人もの人達が避難。飛行場への道路が再開。

2) ヴァルドッ ソラ

3日間の降水および土砂崩れにより、谷全体が孤立。

ミラノに通じる県道が不通に。トラスクエラの男性

一人が行方不明になったことが確認。

3)マジョーレ湖

11111 

湖の水面の上昇が続く。ヴァルヴァニアからスイス

に行く国道およびアロナの湖畔道路が冠水。ロンパ

ルディア側が浸水。

4) リヴァローロ

オフロードカーで3人の同僚と巡回していた消防士の

一人がオルコ川の洪水に呑まれて死亡。

5) ヴァリ・デイ・ラ ンツォ

危機的な状態は変わらず。まだ孤立している商業中心地

が数箇所あるが、ストゥーラ川は土手の中に収まりつつあ

る。日曜日の夜、2000メートル以上の山間部では、降雪。

6)イヴレア

イヴレア市は孤立。企業の多くが操業中止を余條な

くされている。家から避難をした人の数、 1,000人。

昨日の朝は、唯一可能な通信手段は無線。

7)アレッサンドリア

タナロ川が数箇所にわたって決壊。降雨が続く。学

校は閉鎖。市長、総ての役所を昨日の午後一杯閉鎖

の命令を出す。橋の通行も禁止。

3リグリア州 (LIGURIA)

l)サヴォーナ

・港に係留中の貨物船を巨大な波が襲う。船長一人死

亡。郡全体に亘って堤防から水が溢れる。

・7人の船員が波にさらわれ、そのうち 1人死亡。2人が

行方不明。

・サヴォナ港に停泊している船の繋留を強化している

巖中であった。嵐が広い海上を荒れ狂った。保護堤

防を越えた大波が船の甲板にふりかかり海に船員7名

が投げ出された。そのうち一人が死亡、二人が昨夜

現在で行方不明である。

これが、10月15日の午後12時半頃発生した悲劇を要

約したものである。この犠牲者と二人の行方不明者

は、ペリーゼ船籍の貨物船 「ヴァンタージュ」の船

員である。犠牲になったのは、クリサント ・マニオ

という32オのフィリピン人で、また、波に呑まれた

二人は、パキスタン人でモハマド・ウマイール26オ、

フセイン ・マンゾール32オである。港涛監督署や薔

察で夕方まで捜索を続けたが、見つかっていない。

ヴァンタ ージュ号は、サヴォナ港の33号埠頭に繋留

されている。この埠頭は高波から港を保護する沖に

向かった堤防の内側に位爵している。この貨物船は、

8月から積荷が原因となる争議によって差押え状態に

あった。フィリッピン、パキスタン、インドネシア

の国藉からなる乗貝は、船と共に留ま っていた。 lO
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月15日の朝、サヴォナの前方の海は、強風が吹き、

数メートルの高さの波となり大荒れ状態であった。

港湾事務局は、船の乗員に繋留状態の強化を指示し

た。正午を少し過ぎた頃、ヴァンタージュ号の1等甲

板貝が船首の鎖がたわみつつあることに気がついた。

船長にそれを通知、船長はプリッジから甲板に降り

て状態を見て、危険性を確認し、繋留の強化を指示

した。 1等甲板貝と6人の乗員が船首に向かう間、船

長は鎖を動かすウインチのスイッチを入れて、船を

固定できるように暖めようとしたのである。その時、

突然、船長は巨大な波が高さ8メートルの防波堤を襲

い、それを乗り越えて船の甲板の上にかかって来る

のを目の当たりにした。船長は、「私の7人の乗貝が

波にさらわれ、海に投げ出されるのを見た。」と海上

警察に語った。

他の乗員が海に救命胴衣を投げ、港湾監督事務所に

救助を求めた。港の水先案内人や繋留業者の船を始

めとして、沿岸警備隊、警察、消防等の舟艇が現場

に急行した。これらの救助隊の一人が海に飛び込み、

フィリッビン人を助けようとして船に引上げた。し

かし、手遅れであった。

波にさらわれたバキスタン人3人、インドネシア人l

人の4人は救助され、サヴォナ聖ポール病院に運ばれ

た。収容されたこれら4人のうち 1人は、重体であっ

たが、医師によって危機を脱することができよう。

また、他の3人はシ ョック状態であった。最後の2人

は、まだ見つかっていない。

4ロンバルディーア州 (LOMBARDIA)

l)パヴィア

・警戒水位 ：＋4.5メートル

氾濫水位 ：＋6.00メートル

16日18時に計測した水位：7.46メートル

・ティチーノ 川 とボー川の合流点であるボンテ ・デッ

ラ ・ペッカ（ベッカ橋）に注意。マジョーレ湖のミ

ウリナ堰から、ティチーノ 川に毎秒2,000立方メート

ル以上の水が流れ込んだ。(1994年の洪水の時の流最

を越える祉である。）ティチーノ川の水が今度はポー

JIIに合流できずに、ポンテ ・デッラ ・ペッカ（ベッ

カ橋）で大きく広がった。ボー川は、 16H、 トー

レ ・ベレッティとカステラーロで氾濫をおこし、ま

た、カゼイ・ジェローラで警戒水位に達し、プレッ

サーナ ・バッタローネおよびポンテ ・デッラ ・ペッ

カ（ベッカ橋）の平原に浸水を起こした。ポンテ ・
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デッラ・ベッカ周辺の地域では、約6,000人の人が避

難した。

・ヴィジェヴァノでティチーノ川が氾濫。パヴェーゼ

では、立退き避難が行われたキャンプ場が一箇所、

ポルゴティチーノでは数軒が立退き避難。

・ティチーノ川が、ヴィジェヴァノの地域で三箇所で

氾濫。降雨のために、夜間に川の水位が40センチ高

くなった。

・パヴェーゼでは、ポー川が1時間で5センチ水位が上昇。

・ 10/16の午後7時現在で、ティチーノ）1|は警戒水位を

2.5メートル超える。ミラノ ージェノヴァ間の道路の

橋が閉鎖。マジョーレ湖から流入する水をティチー

ノ川が収容できなくなっている。

2) ヴァレーゼ

マジョー レ湖およぴコモ湖に氾濫箇所が認められた

ため、警戒が必要な状況。

3) ラヴェノ

水が、湖の近くの商業地域まで及んだ。

4)クレモナ

ポー）IIの最初の氾濫がl6日の朝4時に発生。その次の

氾濫は午後10時に予測される。県当局は、ボー）II沿

いの県庁所在地を含み12のコムーネ”の住民に避難命

令を出す。

警戒水位：3.19メートル

氾濫水位：6.95メートル

16日l8時に計測した水位は、＋3.42メートル

※コムーネとは市町村を合わせた地方自治体の単位

5) コモ

コモ市の中心街はマジョーレ湖の増水によって通行

止め。湖上での船の運航は全面禁止。ヴァレーゼも

同様の状況。

6)カザルマジェーレ

番戒水位 ：3,61メートル

氾淮水位 ：864メートル

l6日18時に計測した水位は、＋4.89メートル

7)スザーラ

誓戒水位 ：6,00メート ル

氾濫水位 ：9.82メートル

16日18時に計測した水位は、＋5.74メートル

8)プレーシャ

オリオ川が、オリオ橋付近で土手を越えた。アダ警

察隊が出動するレペル。
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図•2 河川別の被害状況

5エミリアロマーニャ州(EMILIAROMAGNA) 

雨が48時間以上、継続して降り続いた。ピアセンティーノで

は、ボー川沿いの地域で立退き避難。

l) ビアチェンツァ

・警戒水位 ：6.00メ＿トル

氾濫水位： 10.00メートル

16日18時に計測した水位：9.00メートル

・ポー｝11652キロメートル

平均流黛 ：1,460立方メ ートル／秒（ポンテラゴスクーロ

地点で） 1951年の洪水では、ビアチェンツアで最大流

紐12,800立法メートル／秒を記録

・ 16日の午後、ポー川流域に近い地域で避難計画が実

行に移される。土襄、鋼鉄網を使った土手の補強作

業が行われる。

2) レッジョエミリア

16日の午後、次の2日後に発生することが予想され

るボー川の氾濫に対する準備活動が始まる。パルマ

およびフェラーラにも蓄報。

(2)河川別の被災状況（図ー2参照）

①ストゥーラ ・ディ ・ランツォ62キロメートル

ヴァリ ・デイ ・ランツォから発してトリノの北部

のポーに流入。

洪水によって7オの女の子がさらわれ、死亡

② ドーラ ・リパリア125キロメートル

スーザを流れ、トリノでポー川に流入。プッソレーノ

で氾濫

③タナロ276キロメー トル

アルバ、アスティ、アレッサンドリアを流れる。

平均流水菰 ：127.6立法メートル／秒

最大流水批 ：3,000立法メートル／秒

④ドーラ ・バルテアL60キロメートル

アオスタ、ポン ・サン ・マルタン、イヴレアを流れる。

平均流菰（タヴァニャスコ地点で） 105立方メ ー

トル／秒

アオスタ、イヴレアで氾濫

JIIに呑まれた2人行方不明

⑤オルコ78キロメ ー トル

同名の谷を横断し、ノアスカ、ロカーナを流れる。

総てが流された。救援車輌がl台呑込まれる。

⑥ トーチェ83キロメートル

ドモドッサラを流れ、マジョーレ湖に流入。ヴァ

レ ・トーチェは、センピオーネの国道と鉄道を横

断している。

⑦セジア138キロメートル

ポルゴセジア、セッラヴァレ ・セジア、ロマニャーノ ・

セジアを流れる。

ヴェルチェッリの周辺をかすめる。

⑧ティチーノ248キロメートル

マージョレ湖に流入し、マージョレ湖岸のセス

ト・カレンデで流出。ティチーノ川の支流は、 ト

ーチエ、マッジャ川。パヴィアで、ボー川に合流。

平均流益（セスト・カレンデ地点で） ：284立法

メートル／秒

⑨アダ313キロメートル

ヴァルテリーナを横切り、ラリオに流入。 ラリオ

を出てレッコで、ロディに合流。後に、カステル

ヌオーヴォでポー川に流入。

平均流最（レッコ地点で）：16]立法メートル／秒

⑩オリオ280キロメートル

ヴァル ・カモニカを横断し、ロベレとビゾーニュ

の間でイゼオ湖に流入。
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平均流量 ：137立法メートル／秒

⑪ポー川652キロメートル

ビエモンテ、ロンバルディア、エミリア ・ロマーニャ、

ヴェネトを横断。トリノ、ピアチェンツァを流れ、クレ

モナとフェラーラをかすめる。トリノ、サン・マウロ、

キヴァッソなどの複数の地点で氾濫。

平均流祉 ：1,460立方メートル／秒（ポンテラゴ

スクーロ地点で） 1951年の洪水では、ピアチェン

ツアで最大流批12,800立法メートル／秒を記録

⑫ミンチィオ194キロメートル

ラゴ ・ディ ・ガルダから流出し、マントヴァで3

つの湖を形成。オスティリアでポー川に合流。

⑬アディジェ410キロメートル

メラノ、 トレント、ロヴェレート、アラ、ヴェロ

ナ、レニャノを流れる。

平均流批（ トレント地点で） ：221立方メート

ル／秒

⑭ピアーヴェ220キロメートル

ヴェニッィアの北で、アドリア海に流入。

平均流茄（平地の流入地点で）） ：98立方メート

ル／秒

(3)その他災害に関係する記述

①三日降り続いた豪雨によりビエモンテとヴァルダ

オスタ、（広大な荒野）と化す。

1.道路

決壊し、閉鎖になった道路および橋梁、数えきれず。

道路閉鎖 ：

アオスタ方面行きの国道26号線

トリノ、アオスタ西間のA5号線

トリノ、ミラノ間のA4号線

ピエモンテおよびヴァルダオスタの14に上る国道が

部分的に通行不能となった。

2.橋

トリノで決壊した橋の数： 21。

これにより、北部から中心地までの通行が不能となった。

イヴレアのポー ・シュル ・ティチノ川にかかる橋の

多くが使えなくなった。また、ロンバルデイアの橋

の多くが閉鎖もしくは閉鎖の予定。

3.鉄道

ピエモンテ、ヴァルダオスタで鉄道の運行の乱れ。

52 

フランスと国境を接するモダネの国際鉄道路、スイ

スとの国境センビオーネ鉄道路が閉鎖。

トリノーミラノ線が普通
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北ミラノーヴァレーゼ間の鉄橋が閉鎖。

4.学校

高等学校は、 トリノおよぴその周辺地域で休校の予

定。

義務教育の学校は、休校にするか否かは、市長およ

び学校長の決定による。

ヴァルダオスタおよびイヴレアでは、全校が休校。

トリノでは、小学生の初等クラスおよぴ中等クラス

は開校。

コムーネ豪では、子供は家においておくことを勧告。

※コムーネとは市町村を合わせた地方自治体の単位

5．電話

アオスタでは、電話、携帯電話とも不通。カナヴェ

ーゼも同様。

6.水、エネルギー

ピエモンテでは、電気が不通の世帯数4万世帯。

トリノおよびその周辺地域では、ポー川の泥水の混

入により、水道会社が水圧を下げることを決定。

そのために、水道がでなくなっている。

②年寄りのアオスタの住人がまだ恐ろしい出来事と し

て憶えている50年前の洪水のあと、一度も起きたこ

とのない洪水によって、アオスタは混乱し、救援が

必要となっている。小さなヴァルダオス タで、 72時

間も高い場所も含めて雨が継続して降ったために、

災害が発生している。状況が進むに従って（残念な

がら悪化して）、夕方には、犠牲者、行方不明者とも

に、それぞれ、 5人を数え、 3,000人が避難した。土曜

日の夕方から、アオスタに行くことは不可能となり、

事実上孤立状態になった。また、電話による連絡も

出来なくなった。固定の電話では、アオスタ市内と

その周辺だけに限られ、移動電話を使った場合、外

部とは運が良けれぱ繋がるという状況である。県庁

所在地の北も南も悪い状況であり、 ドーラ ・バルテ

ア川が至るところで氾濫し、沢山の急流や小さな水

の流れで一杯である。

一番劇的な事件が起きたのは、フェニス、ポレイン、

プリッソーニュ等のコムーネの管轄地域にある県庁

所在地の入り口の処である。昨日、ボレインのガソ

リンスタンドの近くで、泥まみれのJ5オ位の遺体が

見つかった。ポレインとプリソーニュの間で、モン

テ・エミルス（エミルス山）から流れて来た急流が

溢れ、2棟の家が流され、 3人構成の世帯の行方がわ

からなくなってしまった。

死者3人、行方不明2人。これがサン ・ジュリアーノ



心

山からの土砂流がフェニスの管轄地域内にあるプレ

オド村を襲った結果である。

この災害が発生した後で、その地域全体が危険に曝

されていると考えられ、住民約1,000人が避難を行っ

た。アオスタでも犠牲者が出て、 85オの男性が自宅

の地下で遺体で発見された。プティエ川が氾濫し彼

の家を襲ったのである。県庁所在地にもドラ川が氾

濫を起こし、町の至る処が水浸しになり、通りの幾

つかでは、停車中の自動車のポンネットの忘さにま

で達するほどであった。この地域の住民達は避難を

勧告され、テスタフォッキの兵営に収容された。ド

ラ川が、ピエモンテの直前のコムーネのポン ・サ

ン ・マルタンに至る地域の住民のほぼ全員 (1,500人

以上）が家から避難を余儀なくされた。屋根に上った

人が何人か発見されたが、これらの人々はヘリコプ

タか水陸両用車で救助された。アオスタより下の地

域では、 10ほどの工場や製造施設がドラ川や山から

凄い力で降りてくる急流によって押し流され、破壊

された。数千人の避難者は、兵舎やホテルに収容さ

れた。こうした避難者の中には、高速自動車道路の

閉鎖や国道や州道を塞いだ土砂崩れ、地滑りなどに

よって、それ以上進めなくなってしまったドライバ

が100人ほどいた。

ニュスの住民300人ほどが、村を離れる前に教会に避

難した。夕方になると、状況は若干の好転が見られ

た。それは、気温が下がったことにもよる。 一方で、

1800-2000メートルのところでは、雨は降らず、雪と

なった。 21: 30を少し過ぎた時にアオスタとの電話

が通じたが、それまでは、憲兵警察隊の無線だけが

唯一の通信手段であった状態が何時間も続いた。多

くの地域に行くことが困難であることから、ヴァレ

ダオスタ全体の状況の把握が不可能に近い状態であ

った。市民保護局が治安部隊や軍隊の協力も得て、

その状況の把握に全力を尽くした。救助活動の援助

のために、フランス政府が、堀削機、ショベルカー、

トラック、オフロード車等の車輌を伴った援助隊を

できるだけ早く派遣する予定である。アオスタとグ

ラン ・サン ・ペルナルドトンネルとを結ぷ国道が不

通になっていることから、大火災の後、まだ閉鎖さ

れているモンプラン ・トンネルを緊急事態の措置と

して通過することも行われた。

一方で、死者や行方不明者の何人かの名前が通知さ

れた。上記の15オの子供は、マヌエル ・カタラノと

いう名前で、ポレインの住民であった。アオスタの
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御年寄りの犠牲者は、フェルッチョ ．．モランディさ

んである。ポレインで流された家の住民は、ウゴ ・

コキャールとその要と娘である。フェニスでまだ、

連絡が取れないのは、活護婦のアンナ ・ペライロー

ネとその息子である。

ピエモンテやヴァルダオスタに被害をもたらせた洪

水は、多くの人々にとって悪夢であったが、それは、

また一方で、多くの人達にとっては好奇心のもとに

なった。トリノや州の小さなコムーネでは、何百人

もの人達が橋に押し掛けて、毎秒何千立法メートル

の水や泥、丸太、自動車の残がい、色々な種類のゴ

ミなどを膨れ上がった川が押し流すという恐ろしい

有り様を見ようとした。ポー）iiの洪水が発表される

と、さらに多くの人々の集団が一箇所に集まって来

て、当局は、好奇心に溢れる群衆を家に婦るように

必死に訴えていた。トリノ市のヴァレンティノ ・カ

ステラーニ氏は、自動車、歩行者がトリノ市内のポ

ー）II、ストゥーラ ・デイ ・ランツォ川、 ドーラ・リ

パリア川にかかる 13の橋を通過できないようにする

措置をとって、市民が家に留まるようにした。同様

に、ヴェルバノ ークジオーオッソラ県当局も、人々

に家からでないように勧告した。

③スイスの状況は非常に悪い。ゴンドでは行方不明者

が13人。ゴンドはイタリアとの国境に近いセンピオ

ーネ峠の道路脇に位置している小さな村で、地すべ

りによってなぎ倒されてしまった。他にも 、ノイプ

ルックで3人が行方不明となっている。道路や鉄道路

が洪水によって寸断されてしまっていて、警察では

住民に家に留まるように呼びかけている。

[3]過去の災害発生状況

(l)過去の災害発生状況について「水害から国土

を守るグループ」が1918年から 7994年までの

データーをまとめ、「地すべり、洪水の被害を受け

たイタリアの各地に関する情報カタログ」に載せて

いるものを図③に紹介する。

これによると約80年間において15,000件の洪水が発生し

イタリアのコムーネ （市町村を合わせた地方自治体の

単位）の42.8％が重大な被害を受けた。

そして次のような関連記事がある。

より大きな危険の可能性のある大きな都市は、ヴェネ

ツィア、ローマ、ジェノヴァ、カリアリとしている。

雨が3日間降り続いたこと。気象異変（集中呆雨になる

傾向）や人間による自然破壊による被害が予想される。
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これらの二つの要因が、ローマ大学の地学額教授、ジ

ェオフレッド ・マリオッテ ィ氏によると 、(1994年にビ

エモンテで発生した洪水や、それに類似した洪水の後

で、色々な対策工事が州レベルで行われたにもかかわ

らず、水害の発生が一向に減少傾向にならないことの

原因となっている。マリオッティ教授は、「気象のレペ

ルでも、変化が起きつつある。日照りが長時間継続し

たと思うと、一転して、豪雨が継続することがその現

れである。」と述べている。
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図ー3 過去の災害発生状況

(2)約100年間に発生した県別の災害状況

災害状況は、図ー4に示す通りでありビエモンテ、ロン

パルディア、ソ レント半島がより災害が起こりやすい

地域であることを指摘している。また、次のような関

係記事がある。

現在、洪水の被害を受けた地域は、全部AVIのファイル

のトップに載っている。このAV!は、「イタリアの被害

を受けた地域」と呼ばれるリス トである。このリスト

には、先の100年間に発生した洪水の件数と分布がまと

められていて、その統計に目を通すと、ピエモンテ、

ヴァルダオスタ、リグリア、ロンバルイデイア、ヴェ

ネ ト等の河川に関わりが深い地域や谷間の底部が何百

回となく 、水や泥が被害をおよぼしたことが良くわか

る。ピエモンテの洪水は、 920件で、その多くがトリノ

とアレッサンドリアで発生している。ヴェネトでは、

766件で、ヴェネツィアとロピゴで主に発生している。

ロンバルデイアでは、 413件発生し、 11の県で平均的に

発生している。リグリアでは、344件の発生が見られ、

ジェノヴァとサヴォナに集中している。ヴァルダオス
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タは84件の発生で、その

総てがアオスタに集中し

ている。他の被害を受け

た地域についても、リス

トが継統して作られる予

定である。数年前から、

イタリア学術会議の地質

学者や技術者のグループ

が、地方公共団体や研究

機関が待っている古い資

料から新湖、季刊紙の記

事に至るまで、色々な処

から洪水の記録を集めて、

恐ろしい洪水の水文地質

学的な博物館を作る作業

を行っている。その目的

は、氾濫や地滑りについ I Ales租ndria
r 

てより充実したデータペ Asti 

ースを作って、環境およ Bielta 

び公共事業省、市民保護
Cuneo 

局、コムーネ、県、州等

の当局により頻繁に発生

する危険に曝せれた地域

についての概念を与える

ことである。その際、災

害の種類、被害の結果、

犠牲者の数等に関する情

報も付けることとする。

「ただ、こうしたデータか

ら、次に洪水の被害が何

処で発生するかを予知で 屑B999e●●「9gamo, I 64 

きると思うことは賢明で
I.CBoremsco : 

I 71 
はない」と、 AVIプロジ I 45 
ェクトのコーディネータ

Cremona I 35 
を務めるイタリア学術会

Lecco 16、
隈のファウス ト・ グッゼ 一
ッティは誓告する。また、

)Lodi 132 

「その理由は、イタリアの Mantova 128 

コムーネの半数、つまり、 Milano ■112 
3,500のコムーネが洪水の 一Pavia 

-
—色・ 
174 

脅威にさらされており、
Sondrio I 35 」

一方で、2/3の5,500のコム I 49 Varese 
ーネは、地滑りの不安を p 

抱えている。また、イタ
図4 主な県別の過去の災害状況
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リアの人口5千7百万のうち、3千6百万人が洪水または

地滑りの危険に曝されていることを繰り返して言わな

ければならない。極端な気象現象が頻繁に起こること

から、このような見方はいっそう懸念されることとな

る。 48時間に600ミリメートルの雨が降った場合、イタ

リアのように構造的に脆弱なうえに、誤った工事によ

って更に弱くなった土地では、雨に負けざるを得ない。」

と述べている。また、イタリア北部が水害に遭いやす

い一方、 トスカーナ、ウンプリア、ラッツィオ、カン

パーニア、カラープリアの地域も、非常に脆弱な地域

の類にあることから、危険に曝せていることも無視す

ることができない。このような状況では、災害予防の

工事に対 して、既に、かなりの資金手当をする必要が

ある自治体当局には、優先順位をつけて健全化事業の

リストを作る場合、夫々の事業の重要性の認識の問題

がでてくる。「しかし、無関心で10年間すぎた今、いず

れかの場所から始めるのと同時に、危険が多いと判断

される地域を良く特定し、一連の優先措置を始めるべ

きである。」とグゼッティは言う。

1111 

[4]おわりに

災害直後の新聞記事を忠実に整理したもので、数字等

最終的には変更になるものと思われるが、災害の生々

しい実態を一部お伝えすることができたのではないか

と思っている。

他名等の位位は、煩雑になるため、すべてを地区1にお

としていないが、日本の本屋でかなり詳しい地区1は入

手することができる。日本においてイタリアの新聞を

翻訳したものであるが、イタリア在中は通訳のスズキ

エリコG、ヤハギャスコGにお世話になりました。この

報文が多少でも防災に資することを願うものです。

それには、構造的な措骰、つまり、

自治体による調整計画から始める

正しい土地管理を伴うことが必要

である。そうした措置を取らずに、

むやみと建造物を作ったり、コン

クリートで固めたり、土地の劣化

や放置を続けた場合、そうした努

力は徒労に終わってしまうであろ

う。」とグゼッティは付け加える。

AV!の責任者によれば、新たに強

烈な降雨があったことも考えて、

地形的な状態がより脆弱とされる

のは、特に、ピエモンテ、ロンバ

ルデイア、 トルヴェネトのアルプ

ス山脈稜線の傾斜面の麓、リグリ

ア、ソレント半島に見られるよう

に、海に切り立った山が迫ってい

る地域、アペニン山脈の谷底の地

域などである。結論として、50年．

前の考え方、つまり洪水災害のた

めの特別税とかその他の緊急措置

で、毎月繰返し発生し、イタ リア

全土の70％を危うくしている災害

に対処しようと考えることは、全

写真1 ヴァルダオスタ洲とピエモンテ州の災害状況

くの無責任だと言えよう。 「ILGAZZETTINO」紙 2000年10月16日付の写真より
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「平成12年度技術研究成果報告会」の開催

平成12年ll月20日（月）砂防会館にて、「平成

12年度 技術研究成果報告会」を開催いたしま

した。

報告会では、建設省（現 国土交通省）砂防

部長 森俊勇氏より基調講演（前号68号に掲載）

をいただき、その後、研究I開発助成事業の研究

成果を2課題と当財団が実施した自主研究を2課

題の計4題が発表されました。

以下に報告会での発表内容について課題の概

要をとりまとめてみました。

技 術 屯？防•:7べり五碕センター

発表l

流出士砂予測法の開発

立命館大学理工学部 江頭進治 ぶ
l.はじめに

流域における土砂管理の重要性が高まる中、河道

の任意の地点における時々刻々、および長期にわた

る流出土砂盪の予測を合理的に、しかも容易に行う

方法の開発が強く望まれている。ところが、実際の

流域においては土砂生産現象の間欠性や非連続性の

ため、また土石流や掃流など、多様な流砂形態があ

り、しかも河道は樹枝状に分布していて複雑なため、

土砂水理学の支配方程式の基づく流出土砂屈の予測

は困難を極めている。

掃流砂や浮遊砂からなる流出土砂最は、原理的に

は流水と流砂に関する支配方程式を用いて予測する

ことが可能である。この方法は、上流端の境界条件

が容易に設定できるような単一の河道を対象にする

場合には威力を発揮するものの、方程式系の非線形

性が強いため、無数の河道が樹枝状に組み合わされ

た領域の土砂流出問題を扱うには適切とはいえな

vヽ

そ゚こで、本研究では、流水 ・流砂の支配方程式を

単位河道にわたって積分して平均化すれば、支配方

程式は貯留型のものに変化される、といった着想に

基づき、流水 ・流砂に関する貯留型の支配方程式と

Kinematic wave法に関する降雨流出モデルとを組み

合わせた土砂流出予測法について検討したものであ

る。

2.予測モデル

(1)土砂生産源、河道および流域斜面のモデル化

対象とする流域は流域面積がIO'~103km'で、流

域に分布する任意の河道における流出土砂鵞を扱う

ものとし、土砂流出形態として掃流砂菰式で扱える

流砂、及びウオッシュロードとする。

流域に分布する河道、及び単位河道は、各河道の

合流点から次の合流点に着目し、上流側の合流点を
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含み、下流側の合流点を除く区間、すなわち二つの

流入点と一つの流出点を持つ区間を単位河道とす

る。この単位河道を連結することによって、流域内

の河道網を表現する。また、最上流端は貯留土砂と

の関係を考慮して勾配10゚ 地点とする。

各単位河道の左右岸に接続する山腹斜面は降雨流

出解析を容易にするため、単位河道の長さを共通の

一辺とする平行四辺形状の二つの斜面で近似する。

(2)支配方程式

流れの連続式および運動方程式は河道を矩形断面

で近似すれば、次のように与えられる。

竺＝上{ 1 
at BL 

Q(x、)＋Q(y、)-Q（い ）｝＋ーq (1) 
B 

Q(Xi+l) 
1 = ~Bll/2h S/3 

n 
(2) 

ここに、 h、B、L、T及びnは、それぞれ単位河道i

における水深、河幅、河道長、河床勾配及びマニン

グの粗度係数である。Q (x.，）は単位河道iからの

流出位、 Q (x.)及びQ (y,)は、単位河道iへの流

入流伍、 qは降雨流出に伴う単位河道iの両岸におけ

る単位長さ当たりの流入流盈であり 、Kinematic

wave法による降雨流出解析によって与えられる。

流砂の連続式（貯留土砂の質最保存式あるいは貯留

高の式）、流砂最式および貯留土砂の粒度分布式は

次のように与えられる。

az 1 
＝ 

at -(1 —虚L
{Q.,(xi)+Q,(y,)-Q(x,•I) - Qsw} (3) 

Q,(Xi+I)＝?Q,/Q,I,di,pi) (4) 

叱 1―=―似/x;)+Qsj(y、)-QSJ(xa)}
az fj 

atABL at △ 

(5) 

fj = pj(）（詈叫fi= Pi（誓＞o)ただし、

ここに、Z、A、Qs、PJ、PJo、△はそれぞれ河床

高あるいは貯留高、堆積物の間隙率、流砂最、河床

表層における粒径 dJの含有率、下層における含有

率、および交換層の厚さであって、いずれも単位河

道における値である。 Qsjは粒径d』の流砂謎である。

Qふ，の符定には、芦田 ・道上式を用いる。その際対

数則から推定される有効掃流力を用いる。

Qswは単位河道iにおいて生産される単位時間当

たりのウォッシュロードである。これは4°~ 10° 

の領域に位置する単位河道において、堆積物が侵食

されると 同時に流出するものとすれば、次式から与

えられる。

Q,w = -(1-入)BLPW詈

Qsw = Q 
⑲
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ここに、 PWは河道貯留土砂におけるウオッシュロ

ー ドの含有率であり 、粒径O.lmm以下をウオッシュ

ロードとして扱う。ウオッシュロー ドの流下過程に

おいて、それが河床に取り込まれないものとすれば、

単位河道iにおける流水中のウオッシュロー ドのi晨

度Cは次式によって与えられる。

ac 1 ---{ 
at BLh 

Q,w +c(x、)Q(x;)+c(y;)Q(y,)-c(x;.,)Q (x;.,)} 

(7) 

以上が河道貯留土砂の侵食による土砂流出予測法

である。

3.予測法の適用

(1)計算条件

計算対象範囲は熊野川右支川十津川上流の風屋ダ

ム上流域 （流域面積450km'）とした。

斜面の等価粗度、斜面表層土層厚、透水係数等の

条件は金屋敷らの研究を参考に設定した。流砂の交

換層厚は40cm、初期河床材料は現地調査結果を参

考に 14分割した。降雨最は流域内の雨量観測点の毎

時雨屈を用いた。流出土砂量は1974~1978年 (1977

年は欠測）、1991~ 1994年の2時期における風屋ダム

の堆砂屈に着目し、それぞれの堆砂量はその年の最

も大きい洪水によりもたらせたとも見なし、各年に

おいて最も大きい一つの連続降雨について設定し

た。

(2)計算結果

最下流端の風屋地点における流出流最及び流出土

砂量の実測値と計算値を比較すると、降雨流出に関

しては改良すべき点はあるが、本研究の目的には十

分であり 、流出土砂蓋は流益波形に対応して流出し

ている。年堆砂羹に関する実測値と計算値を比較す

ると、計符値の方が小さめな値となることが予想さ

れたが、計符値と実測値とはかなりよく一致してい
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た。これは初期粒度分布が小さめに設定されている

ためと推察される。

河床表培の粒度分布をみると、最上流の単位河道

では根粒化が進み、下流域では顕著な変化は見られ

ない。ウオッシュロードの濠度と流祉の関係をみる

と、ウオッシュロードの生産源がある単位河道では

河床佼食に応じてウオッシュロードが流出し、流猥

と濃度が一意に定まっている。このことは、この洪

水時ではアーマコートが発達していないことを意味

している。また、下流端の濃度 ・流最曲線には多く

の単位河道におけるウォッシュロードの生産による

影響が現れている。

4.土砂流出モデルの特性及び課題

計鉢値による比流出士砂批を見ると、流域面積が

大きくなると比流出土砂屈は減少する領向を示し、

芦田らの年平均比流出土砂批に関する経験則の傾向

と一致している。

土砂流出モデルの特性を見るために、1974年7月

の降雨を0.7倍した降雨を繰り返し8回与えて、最上

流の単位河道及び風屋地点における流出土砂益の変

化をみた。

最上流の単位河道では流出土砂愚は急激に減少

し、4回目の降雨以上は有意な流出土砂はみられな

い。これは河床表面にアーマコートが発達し、砂礫

の移動が停止する条件になっていたからである。

風屋地点では出水回数とともにウオッシュロード

の流出は減少している。 一方、掃流砂罷は河床材科

の粗粒化の影牌を受けて、 3回目の降雨までは比較

的顕著に減少し、それ以降全流出土砂菰の顕著な変

化は見られない。これは河床材料の粒度分布変化に

みられるように、 一旦粗粒化した河床表面が上流側

からの影響によって細粒化するような現象が起きる

からである。

以上のように、本予測法は一般に認知されている

比流出土砂祉と流域面積との関係や、流域が荒廃し

て流出土砂が増加した後、比較的早い段階に流出土

砂が減少するなどの特性を評価できる。 しかし、本

手法においては、河道貯留土砂の増減にかかわらず、

河床勾配を一定として扱う、河床材料の粒度分布の

変化は交換）晉だけを対象としているなど、これらが

結果に対してどのような影響を与えるかを検討する

必要がある。
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5.おわりに

本研究は、土砂流出と降雨流出とを同じ時空聞ス

ケールで取り扱い、しかも単純な方法でなるべく現

象の本質が評価できるような予測法の開発を目指し

たものである。ここでは、河道貯留土砂の侵食によ

る土砂流出を対象として検討し、 下記のような成果

を得た。

(l)河道の合流点に着目し、 二つの流入点と一つの流

出点から構成される土砂流出モデルを提案した。

流域における実際の河道を容易に再現でき、しか

も河道モデルと降雨流出解析との整合も容易であ

る。

(2)準線形の貯留型方程式から構成させる土砂流出モ

デルを提案した。解析は容易であり、準線形方程

式であることから数値解析法の違いによって結果

が左右されることは起こりにくい。

(3)本予測法を熊野川上流域で適用し、良好な結果が

得られるとともに、本予測法は比流出土砂最や荒

廃流域からの土砂流出が経年的に減少するなど、

従来から認知されている現象を評価できることな

ども示された。

今後は、単位流域における土砂生産や土石流など

による非連続的な土砂生産の取り扱いの問題があ

り、これらの検討を深めていきたい。
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発表2

林地斜面崩嬢監視モニタリング

システムの現地適用試験

東京大学大学院 鈴木雅一

1.はじめに

本研究は、林地斜面で生じる斜面崩壊を事前から

の予測で場所を特定し、発生時のリアルタイムモニ

タリングがどの程度可能であるかを実地にテストし

ようとする試みである。

本研究では、対象斜面を東京大学千葉演習林袋山

沢の斜面に設定した。それぞれ約Ihaの流域面積を

もつ袋山A流域、袋山B流域の2つの小流域からなる

袋山沢試験地では、従来から水文観測などが集中的

に進められてきたが、 1999年1月から4月にB流域を皆

伐して、森林伐採が流出鼠、水質をはじめ、様々な森

林環境に与える影響の調査が行われている。この流

域は、上流部に急傾斜の斜面を持ち、周囲の山地にお

ける既往の知見より、伐採後数年経過して伐採木の

根系が腐朽したときに楽雨があると、ほぽ確実に表

陪崩壊が発生する可能性があると考えられる。そこ

で、斜面崩壊を事前からの機器設置でモニタリング

するのに適する場所を選定し、伐採に伴う流域水文

観測に加えて、斜面崩壊モニタリング調査を進めた。

2.斜面崩壊のモニタリング手法

斜面崩壊モニタリングは、現状では斜面崩壊現象

の解明のために行われると位置づけ、斜面モニタリ

ングが確立していった場合も斜面崩壊発生の可能性

を持つ斜面は多数あるため、一般的な警戒避難に組

み込まれて用いられるより、重要な保全対象物のあ

る斜面に限られると考えられ、これらの場所での斜

面モニタリング手法の確立は、保全対象物の重要性

ゆえに必要性が大きい。

斜面崩壊は豪雨時に発生するが、毎年の最大の雨

が必ずしも崩壊を引き起こすレベルに達することは

ないので、崩壊発生時の土砂移動を記録するには、

地すべりや土石流のモニタリングに比べてもより長

い待ち受け期間が想定される。したがって、実際の

山地においてとくに林地斜面を対象に、斜面崩壊モ

ニタリングを行う際は、商用電源に依存しないシス

テム、計器類が流されたときでも記録だけは安全な場

所で収録されているシステムの構築が必要である。

計測項目としては、 l)気象、地下水文観測 （地下水

位、地温、水温など）、2）土塊移動観測があげられる。

降水最、土壌水分、地下水位などの継続的な観測と、

崩壊発生時の土塊移動の計測である。土塊移動観測

には、変位計などの計測機器系とビデオカメラによ

る画像系の観測の2種類が存在する。また、これらの

連続的な観測とは別に、地形、植生、表層土厘、透水

係数などの土壌水分特性、土質強度特性、根系の祉

と分布などの情報を該当斜面で取得する必要がある。

3.東京大学千葉演習林における斜面崩壊モニタリ

ングの概要とこれまでの経緯

東京大学千葉演習林は房総半島南部にあり、袋山

沢水文試験地はその中の北西部に位置する。標高は、

124mから227mで、地質は新第三紀層消橙砂岩阿で

ある。試験地は、 A流域 (0.80ha)、B流域 (1.0I ha) 

の二つの小流域よりなり、1929年植栽の70年生スギ、

ヒノキ林に覆われ、下層木はアオキ、サカキ、クロ

モジ、カシ類が生育していた。 A、B両流域の出口、

およぴ両流域をあわせた地点に三つの最水堰があ

り、 1992年以来流出量が観測されている。A、B両

流域の流出砿、地下水位、水質、地温、土壌水分、

土壌呼吸最などの観測資料を蓄積したうえで、1999

年1月から4月にかけてB流域のスギ、ヒノキ全木が

伐採された。伐採が水循環、水質形成などに与える

影響について伐採を行わないA流域の記録と対比し

て検討する調査計画である。

千葉演習林では、 1970年7月の房総南部豪雨によ

って、多数の斜面崩壊が発生した。崩壊発生直後の

現地調査と斜面崩壊の集中豪雨地域に限定した再集

計結果より、崩壊発生面積率と森林の樹齢の問に明

瞭な関係があることが明らかとなった。森林の樹齢

と崩壊発生の関係についてはすでに多くの検討があ

り、若齢林地の崩壊発生率が高いことが知られてい
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るが、千葉演習林では森林施業の単位而積が狭く、

斜面崩壊の集中発生地域に様々な林齢の林分が存在

したため、従来の報告よりも詳細な林齢区分で、崩

壊発生面積率と林齢の関係が得られている。

4.崩壊モニタリング斜面と実施中のモニタリング

モニタリング斜面は、根系の腐朽による土質強度

定数の低下を見越して、皆伐直後の現実に崩壊の発

生が予測される斜面を観測対象斜面として設定し

た。本斜面は、袋山沢B流域中腹に位置する北向き

0次谷斜面で、水平長25.lm、比高23.0m、平均傾斜

42.6゚ 、平均土層厚1.66mである。

土壌水分の測定にはテンシオメータを用い、 4地

点3深度、12本埋設し、1分に1回記録した（当初は5分

毎に記録し、5分間雨量が2.5mm以上ある時は1分毎）。

地下水位は、現地斜面の末端の谷筋に井戸を掘り、

そこでの地下水位を5分毎に計測した。

崩壊の直前に起こるといわれているクリープ現象の

測定、崩壊過程の土塊の移動状況測定を目的に斜面上

に伸縮計を設置し、1秒おきに測定し、通常は5分毎と、

Imm以上の変位が生じた際に記録するよう設定した。

雨枇は、斜面最上部の尾根筋に転倒マス型雨最計

を設置し、 5分毎に記録した。

温度は、銅ーコンスタンタン温度計により 5分毎

に測定した。

観測に関するすべてのデータはキャンベル社製

CRIOX-lMによりテンシオメータ、転倒マス型雨批

計のデータを計測するものと地下水位、伸縮計、温

度計、バッテリー電圧を計測するものの2台を現地

斜面最上部の尾根筋に設置し、データをロギングを

行った。風雨から守るために2台はプラ箱に収め、故

障の原因となりうる湿度、温度に対してはプラ箱内

に家庭用除湿剤を入れ、プラ箱外部をアルミ箔でコ

ーティングするなどの処骰を取った。崩壊時の流亡

に対処するため設置位粧付近の固定物 （ここでは皆

伐時に伐採された大きな切り株を選択）とCRIOX-

1Mを大口径のステンレス製針金により結びつけた。

5.モニタリング対象斜面における計測結果について

伸縮計計測の結果、気温や風等による観測値のパ

ラッキが認められるが、崩壊発生のモニタリングに

おいては無視できるものと思われる。

土壌水分計測の結果、降雨初期の状態においては

浸潤前線が斜面表層から地下部に向かって進行する

60 SABO vol.69 Mar.2001 

ため、深度の浅いところほど降雨に対する圧力水頭

の反応は早いものになる。圧力水頭の立ち上がりの

タイミングは全体的な傾向として深度20cmが最も

早く 、ついでに深度が増加するごとに遅れて反応し

ていく傾阿にあることが確認される。

6.今後の課題

データロガーによる自動観測方式は、高時間分解

能での連続観測、崩壊発生時のデータの取得という

点では適しているが、観測記録の精度を検定しかつ

崩壊発生前のデータの長期連続性を保証するため

に、定期的な人手による直接観測との併用によるデ

ータ取得システムの構築や測定点数を増設し、要素ご

とに複数のロガーで並列的にデータを取得するシス

テムを構築する等のノウハウの客積が必要である。

斜面崩壊発生予測を精度良く行うために、モニタリ

ングシステムから得られる情報をもとに、没透計符モ

デルと斜面安定解析モデルからなる斜面崩壊シミュレ

ーションを構築する必要がある。浸透計算にあたって

は、計算初期条件設定のために斜面全体の土壌水分状

態を現地計測において把握しておかねばならず、土壌

水分測定点数の増設が必要であり、浸透計算による観

測値の再現のためには、斜面の不均一性を充分に考慮

したモデルを構築していくことが今後の課題となる。

斜而崩壊現象の実態を捉えるためには今後ビデオ

等による画像モニタリングのシステムの浮入が必要と

される。市販のハンデイカメラを用いたモニタリング

システムの適用が考えられるが、その場合においても

データロガーと連動して電源制御ができるようにビ

デオカメラを改良すること等の課題が残されている。

質疑応答の内容

質問l)

伸縮計の測定は1秒おきとしているが、実際に動

作するのか。

回答1)

現場でテスト済みである。

質問2)

土壌水分グラフ （因12)において、大降雨の反応

が鈍いのではないか。

回答2)

降雨の時間軸がずれている可能性がある。また、

新第三紀層という地質特性から降雨一土壌水分の応

答関係の複雑さも原因と考えられる。
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発表3

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

（月）り材・亀すぺI)枝侑センター岳合け災固 菊井稔宏

はじめに

平成10年度から当センターの自主研究である「土

砂災害ソフト対策研究会」の活動として、土砂災害

発生後早い時期に現地に入り 、住民への聞き込みを

中心とする調査を行ってきた。その活動の一環とし

てあげられた成果を発表する。

土砂災害に対する警戒避難対策として、これまで

に建設省や都道府県を主体として様々なソフト対策

が実施されてきているが、十分な成果が得られてい

るとは言えない状況にある。土砂災害ソフト対策研

究会として聞き込み調査を行ってきた結果から、住

民も行政も土砂災害に対する危機意識が希博である

ことが、ソフト対策がうまく行かない根本的な原因

であるように思われた。危機意識を喚起するために

は周知 ・啓発 ・防災教育などを継続的に行う必要が

あるが、その具体的な解決策の1つとしてここで地

域連携防災システム (E.W.S.)と地域防災学習マッ

プ (C.W.M.)を紹介する。

1.誓戒避難に関する課題と解決策の 1つ

警戒避難に関する課題を大まかに言えば、行政側

では適正な避難勧告を出すためのシステムが十分に

整備されていない。また住民側では危険を認識出来

ないことにある。これに対する解決策の1つとして、

災害時の実績をもとに、雨最と現象（斜面の出水、

側溝の溢水、崩壊発生などの一連の流れ）を関連づ

けて監理することによって、雨批から危険を認識す

ることが出来ると思われる。

2.基準雨量について

危険を認識するための重要な指標の 1つとなる、

基準雨量についても若干触れておきたい。

まず空振りについて、よく「基準雨鼠は空振りが

多くて使えない」と言われるが、多くの場合「警戒

や避難のレベルまで達したが発生しなかった」こと

を以て「空振り」と称しているように思われる。し

かしその時CLまで達していなければCLとしては空

振りはしていない訳で、実はELやWLの設定の問題

である。これに対しては短時間降雨予測を利用する

ことによって精度の向上が期待される。

基準雨此設定の際のデータ（時刻、現象、降雨の

代表性）の吟味も重要である。災害発生時刻につい

ては、災害報告に記入された時刻と住民聞き込み調

査によって判明した時刻が数時間違う例もあった。

降雨の代表性については、5km離れた地点の降雨縁

が250mmと130mmと大きく異なる事例もあった。

また基準雨屈の利用のための努力も必要である

が、これまではあまりなされて来なかったように思

う。具体的には①プロック区分の細分化、②1度設

定された後の見直し、③わかりやすい表示の仕方、

などである。③については例えば、時系列グラフに

時間雨量とともに実効雨砿とCLを示したり、ある

いは現在の実効雨量を1本の棒グラフで示すなどの

方法を考えている。

3.解決に向けて

話を元に戻すと 、ソフ ト対策がうまくいかないと

いう問題を解決するためには、行政や住民が災害に

対する心構えを持つことが重要である。このために、

住民が防災体制の整備に参画し、行政機関と共通認

識のもと各々の役割を連携して遂行するような防災

体制の仕組みを、 「地域連携防災システム (E.W.S.）」

として提案した。

4. E.W.S．の確立はC.w.Mの作成から

行政と住民が協力して防災を考え、対応する

E.W.S．の一つの方法として、平時、豪雨時を通じて

防災対応を理解するための質料である、「地域防災

学習マップ (C.W.M.)」を提案する。C.W.Mは住民

参加で作成するので、住民への啓発に役立つ。

C.W.M.の内容は、通常の危険区域の他に①危険

性を判断するための情報、②避難のために必要な情
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報を掲載することとした。①としては過去の災害実

態や経験的な知識（聞き込みによる）、②としては

避難場所 ・避難経路 ・経路上の危険な箇所といった

従来からのものに加えて老人など災害弱者の居住状

況等、である。このような内容を記したC.W.M.は

住民に身近なものとなり 、理解されやすいという効

果が期待できる。

5. C.W.M作成のための調査

平成10年8月4日に土石流等による災害が発生した

新潟県佐渡郡東立島地区をモデルとし、 C.W.M．の

作成を行った。C.W.M.を作成するに当たっての調

査項目としては、自然 ・社会特性、災害履歴、防災

体制、危険箇所、点検箇所、危険度の判断指標と基

準、避難場所 ・避難路などがあげられる。調査にあ

たっては、地域住民との座談会や、災害時に住民へ

避難の呼びかけを行うなどの活躍をされた前区長 ・

端野さんへの数回にわたる聞き込み調査を行ったこ

とがポイントである。

調査結果をもとに、時刻と累加雨砒、発生現象

（斜而からの出水、側溝からの溢水、河）11の満水、

斜面崩壊など）を対応させ、時系列に災害状況を再

現した。諸現象の発生時の累加雨祉をまるめたもの

を災害総合基準雨最 (D.I.W.R.）と呼び、危険度判

断の目安とした。D.I.W.R.には、①今後も同じ雨鉱

で同じ現象が起こるか、 ②今回は累加雨最で示した

が実効雨位ではどうか、などの検討課題がある。

C.W.M.は2枚のマップとして作成される。1枚目

のマップは過去の災害時に、どの程度の雨が降り、

それによってどこでどのような現象が発生したかが

わかるよう記述されている。もう一枚のマップには

避難場所や避難路のほか、集落内の1戸］戸について

住民情報が記載されており、災害弱者の分布などを

把握することが出来るようになっている。そして、

これら2枚のマップ (C.W.M.)が一体となって地域

住民へ情報を提供しており、危険回避のための行動

に役立つ情報となっている。

まとめ

防災の基本は、行政と住民が災害に対する正しい

知識と十分な心構えを持つことに始まる。このため、

教育、啓発活動が継続的に行われる仕組みを確立す

ることが必要である。この仕組みとしてE.W.S．を提

案するとともに、東立島地区をモデルとして
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C.W.M．の作成手法を紹介した。

一般住民にとっては、実際に地元で生じた事実を

基に、自らが参画して整理した情報が最も信頼でき

るものであり、また住民と行政機関が一体となった

取組を行うことで、継続的なコミュニケーションが

期待される。このようなC.W.M．の作成は災害を教

訓として後世に残すための効果的な手段と考えられ

る。

今後は他流域においても、地域住民が理解しやす

い防災資料の一つとして、 C.W.Mが 整備されるこ

とを望む。これにより住民 ・行政が一体となった

E.W.Sが確立されることを期待する次第である。
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発表4

1999年のベネズエラ共和国

における土砂災害

（即）蒻愴すべり枝脩t乃骨揺繹 吉松 弘行

l. 1999年のベネズエラ共和国土砂災害 サンフリアン川流域においては、この顕著な扇状

1999年12月14~16日にかけて、ベネズエラ共和国

バルガス州は停滞する寒冷前線の影響により、記録

的な集中豪雨に見舞われ、死者30,000人、行方不明

者約7,200人を越える大規模な土砂災害が発生した

（ベネズエラ内務省速報値）。

この大規模な土砂災害の状況把握と復興計画策定

のために日本政府は2回にわたり砂防専門家チーム

をペネズエラ共和国に派遣した。

日本チームの担当 した被災流域は、当該地区で最

も流域面積の大きいサンフリアンとその西隣のチキ

ート渓流である。ここでは、これらの渓流で発生し

た土石流災害の実態について、 「サンフリアンおよ

びカムリ ・チキート /II土砂災害対策計画報告杏、

TICA2000」をもとに報告する。

2.ベネズエラ共和国の自然特性

ベネズエラ共和国は、南米大陸北端、 北緯 I~

12゚ 、西経60~73゚ の範囲に位骰しており、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、北部はカリプ海に面している面積約

91万km1の国である。

国土は山地のアンデス地域、ガイアナ盾状地、ジ

ャノス平原地域、マラカイポ低地に概ね区分される。

災害の発生した流域はカリプ海沿岸のバルガス州

であり 、熱帯半乾燥気候区に属しており、 6~12月

が雨期、 1~5月が乾期となる。年間降水批はバルガ

ス州の中央に位置するマイケティア国際空港で

530mm (1950-L992年）、ナイグアタで612mm

(L951-1992年）と少ない。

サンフリアン流域およびカムリチキート流域は、

ピコ ・オリエンタル山 (2,410m)を最高峰とし、

標高2,000mを越す源頭部から一気に水平距離10km

区間をカリプ海へ注ぐ非常に急峻な地形を呈してい

る。特にサンフリアン流域では典型的な扇状地が発

達している。

地の面上に住居が発達し、 1980年代から始まったリ

ゾー ト開発もこの扇状地上で行われている。山地流

域の中流部付近には谷の侵食に伴って形成された古

い地すべり地形が認められる。

一方、カムリチキート流域においてはわずかに古

い崩壊地地形が認められるだけであり、顕著な扇状

地地形は発達していない。

地質は、花岡片麻岩～片麻岩で梢成されており、

龍裂に富むものの比較的堅固である。

3.集中豪雨の概要

誘因となった集中豪雨は約20日間もベネズエラ国

のカリプ海沿岸に停滞した寒冷前線によるものであ

り、降雨データは今回の災害により流失してしま っ

たため入手できたものは少ないが、マイケティア国

際空港の雨量観測データによれば、12月16日の日雨

批が410.4mm、14~16日までの3日間連続雨最は

91 I.Immであった。

日本チームの対象流域であるサンフリアンおよび

カムリチキー ト流域は最高点標高2,400m、流域の

勾配変化点付近でも標高800111程度であることから、

実際の降雨はマイケティアにおける降雨最よりはる

かに大きかったと考えられている。

4.土砂災害の実態

サンフリアン川はピコ ・オリエンタル山を水源部

に持ち、ほぽ南北に流下する流域面積約20.4km¥

河道延長約10km、比高差約2,500mの急流であり 、

海岸線付近に顕著な扇状地地形を有しており 、この

扇状地上に市街地が発達している。

土石流は扇頂部付近より氾濫を開始し、それ以前

に堆積した古い土石流ロープを避けるように首を振

りながら堆積した。扇頂部の出口付近に位置してい

たホテルでは、 土石流は二階部分を貰通してお り、

被災状況から推定される土石流の最大流動深は6~
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7m程度以上あったと考えられる。

士石流は旧河道から氾濫し、複数の土石流ロープ

を形成しながら堆積している。多砒の土砂流出は海

岸線を50m~lOOmほど前進させた。

斜面崩壊は大きく 2つのバターンが認められ、標

高100m付近においては、風化 した緑色片岩による

表層部の崩壊が主体となり 、斜面尾根部からほぼ円

形に近い形態で崩壊が拡大したものが主体である。

一方、標嵩1000m以上では、典型的な岩屑崩落型

でその形態は樹枝状であり、片麻岩で構成される急

斜面が片理面方向へ滑落するものが主体となる。

サンフリアン扇状地に氾濫した土石流堆積物を構

成する巨礫の堆積は標高約20m程度付近で顕著に認

められ、それより下流域ではより細粒な物質が卓越

する傾向が認められる。標高約100m以下が土石流

の堆積氾濫域となり、それ以上の標高では河床洗掘

が著しく、場所によっては古い河床堆積物を10m以

上にわたって洗掘している箇所も認められる。

土石流が流下した範囲内に存在していた構造物の

40％以上が半壊以上の被害を被っている。これらの

構造物の多くが木造～軽祉煉瓦の一般家屋であり 、

全壊 ・半壊の構造物の95％を占めている。

サンフリアン川流域における氾濫堆積土砂屈は約

1,627,000m.'と推定され、土石流の氾濫堆積面積は

扇頂部から海岸線までの約0.6km'に達する。

一方、カムリチキート流域はサンフ リアン川西方

に位爵する流域面積約9.8km'、河道延長約6km、比

高差約2,300mの渓流である。

地形的にはサンフリアン川とほぼ同様であるが、

流域面稽がサンフリアン川より若干小さいことと、

山体の開析がさほど進んでいないため、下流域には

顕著な扇状地地形が認められない。

土石流の堆積は、扇状地上流域のU字谷内から発

生したため、サンフリアン）I［と異なり、土石流の扇

頂帯での首振現象などが見られず、単純な堆積形状

を示している。土石流の氾濫堆積土砂量は約

679,000m¥堆積面積は約0.23km'と見積もられ、海

岸線が沖合に約IOOm程度前進 した。

カムリチキート流域では構造物が少なかったた

め、あまり大規模な災害へと発展せず、被災家屋数

も26棟であった。

5.土砂災害対策の立案

このような大規模土砂災害を受け、日本国政府は
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砂防専門家チームを2回にわたり (2000年2月1日～

14日および4月3日～6月2日）派逍した。

第2次調査チームは、サンフリアン流域およびカ

ムリチキート流域における砂防計画の立案と、サン

フリアン渓流の中流部にワイヤーセンサーの設置を

行った。

砂防計画は各流域の土砂氾濫特性、地形特性およ

び堆稜物の粒度組成等を反映させ、流域ごとの土砂

処理方針を設定し、砂防施設配置計画を立案しベネ

ズエラ政府に提出してきたところである。

6.最後に

今回の土石流災害は砂防施設が整備されていない

都市化された扇状地上で発生した典型的な都市型災

害である。航空写真判読および現地調査結果より河

道内や扇状地上に古い土石流堆積物が複数認められ

ることなどから、地形、地質的条件から士石流の流

下、堆積しやすい流域であったと考えられる。今後

一 日も早く砂防工事を箔手し、地域の安全空間を創

出するとともに、ワイヤーセンサーによる土砂流出

監視と住民への防災教育を中心としたソフト対策を

実施することが重要であると考えられる。

最後に今回の土石流災害からベネズエラ共和国の

早急な復興を祈願するものである。
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民間開発砂防技術（審査証明技術）の紹介⑱
～l＼イブリッドバットレス (HB)型オープンダム～

喩

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）に基づく建設

大臣の認定（平成2年2月1日建設省告示第123号；平

成12年2月］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、民間において自主的に開発された砂

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、「ハイプリッドバットレス (HB)型オープ

ンダム」に関する技術審査証明の依頼があり、審査

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 ：水山高久

京都大学大学院教授）を設置し、審識を進めた。

以下に、平成］2年8月25日付で行った技術審査証

明の内容を紹介する。

（なお上記大臣告示は平成13年1月J9日国土交通省告

示44号により廃止され、新たな制度として平成13年

1月10日に建設技術審査証明事業が開始されている。）

l.依頼者

共生機構株式会社

所在地 ：東京都新宿区新宿l丁目23番1号

2.技術の名称

ハイプリッドバットレス (HB)型オープンダム

3.開発の趣旨

ハイプリッドバットレス (HB)型オープンダム

を開発することにより、櫛形のコンクリートスリッ

トダムの側面摩耗や複雑な設計施工といった課題を

解消し、また鋼製透過型砂防ダムのコンセプトにも属

さない新しい構造形式の透過型砂防ダムを実現する。

4.技術の概要

本技術は、いわゆるバットレスダムの上流面壁体

を省いて開口状態とすることにより、透過型砂防ダ

ムとしての機能をもたせようとしたものである。バ

ットレス間隔は対象土石流の最大粒径に応じて選定

する。コンクリート躯体は土石流荷重に対して所要

中間柱材
H-4()()X200X8X 13 

上泣傾柱材

共生機構（株）

!9面材
4メX7SX6

c 
流1句

H細 X200XII X 17 
)-600X 12 

バットレスのばさ6m、幅0.6mモデル

図 1 HB型オープンダム構造概念

の耐力をもたせるためにH形鋼やその他の鋼材で十

分に補強する。またそれと同時に、これら鋼材群を

コンクリート打設のための型枠支保工や壁面バネル

として活用することによって、バットレスダムの課題

となっていた煩雑な設計施工の単純合理化を図る。

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、

本透過型ダムは以下のとおりであった。

(!)土砂捕捉機能

土石流の捕捉機能は、既成の鋼製透過型砂防ダムと

同等レベルの土砂捕捉能力を有すると認められる。

(2)構造体の強度および安定性

構造体は、土石流衝撃力に対する抵抗性を十分有

すると認められ、また、構造体表面は、耐摩耗抵抗性

を十分有すると認められる。また、構造体の安定性に

ついても外力に対して十分抵抗すると認められる。

(3)設計 ・施工性

H形鋼、軽羅形鋼が、構造体の耐力向上およびコ

ンクリート打設のための残骰型枠として使用される

ことから、櫛形のコンクリートスリットダムに比べて

設計 ・施工が合理化されるものと考えられる。

(4)建設コスト

審査資科によるとコンクリート不透過型砂防ダム

の建設コストと同程度と認められる。
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行事一覧平成12年12月～平成13年3月

0行事
月日
12月1日

12月1日
12月7日～8日

12月7日
12月8日
12月11日

12月13日
12月13日～14日

12月15日

12月15日

12月20日～21日

12月20日
12月22日

12月22日
12月22日

12月22日
12月25日

12月25日
12月26日
1月7日～］4日

1月18日

1月24日

1月25日

1月25日
1月26日

1月26日

1月30日～31日

1月30日
2月1日

2月1日

2月6日
2月6日

2月8日
2月9日

2月13日
2月13日

2月13日
2月14日

2月15日

2月15日

2月20日

2月20日
2月22日
2月22日

2月26日
2月26日
2月26日

2月27日

2月28日

2月28日

2月28日

3月5日

3月5日
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行事等

雲仙普野岳火山砂防とりまとめ検討委員会（第2回）

セミナー「土砂管理のための土砂流出予測法の現状と動向J
平成12年度建設省土木研究所研究発表会

平成12年度河川情報シンポジウム

第1回十勝岳火山噴火警戒避難対策計画検討委貝会

2000年土砂災害の実態編集 ・執節者の会

雲仙 ・普賢岳火山砂防基本計画技術検討会（第3回）

e-Businessフォーラム2000

宜士山大沢lll扇状地対策検討委員会

渡良瀬川砂防 ・夢 フォーラム

口坂本地すべり対策総合解析検討委員会

口坂本地すべり情報碁盤緊急整備検討委員会

砂防ソイルセメント工法検討会

滝坂地すべり対策検討委員会 コア観察会

赤崎地すべり対策検討委員会
シンボジウム「富士山の自然と保全について」

瀬田川砂防計画関連業務連絡会

伊豆諸島土砂災害対策検討委員会（現地視察）
静岡県土砂災害警戒 ・避難等検討委員会

2001年ウィーン防災展示会打合会

十勝岳火!.I.JP真火警戒避難対策計画幹事会

土砂災害新法会議

第1回土砂災害に係わる防災教育のあり方に関する検討委貝会

第2回裳後土砂災害警戒 ・避難基準雨批検討委員会

融雪を考慮した士石流警戒 ・避難基準に関する会議

滝坂地すべり対策検討委員会事前協議会

谷の内地すべり検討委員会

鋼製砂防構造物委員会

平成12年度雪崩防災シンポジウム

譲原地すべり対策検討委員会

第2回鳥海山火山噴火警戒避難対策計画作業部会

鋼製砂防梢造技術検討会

白岩砂防ダムの保全に関する座談会

下前地すべり解析検討委貝会

岐阜県土砂災害警戒避難基準雨址検討会

滝坂地すべり対策検討委員会

伊豆諸島土砂災害対策検討委員会（現地視察）

第2回十勝岳火山噴火警戒避難対策計画幹事会

宿地すべり解析 ・対策検討委員会

宮士山火山防災勉強会

第2回島々谷技術検討会

機関誌「SABO」座談会一平成lI ・12年災害を振り返って一

砂防ソイルセメントエ法検討会

第2回秋田駒ヶ岳火山防災対策検討委員会

日台「地震と砂防」シンポジウム

防災セミナー'2001一米カリフォルニア州の危機管理システムについて一

譲原地すべり資料館に関する意見交換会

第2回腐山県土砂災害警戒避難基準雨最検討委貝会

第2回大網地すべり対策検討委員会

有珠山土砂災害対策検討委只会
第2回鋼製砂防構造物請習会

評議貝会
理事会
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場所

砂防 ・地すべり技術センター

都内
つくば市

悶市
砂防 ・地すべり技術センター

福岡市

都内

都内

桐生市
静岡市

静岡市

砂防 ・地すべり技術センター

新渇市

新潟市

富士市

京都市

東京都三宅村

静岡市
ォーストリア（ウイーン農科大学）

旭川市
砂防 ・地すべり技術センター

砂防 ・地すべり技術センター

米子市

砂防 ・地すべり技術センター

砂防・地すべり技術センター

高知市
砂防 ・地すべり技術センター

島根県横田町

嵩崎市

山形県三）l|町

砂防 ・地すべり技術センター

砂防 ・地すべり技術センター

行森市

岐阜市

新潟市

東京都三宅村
旭川市

宝塚市
宮士市

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

秋田県田沢湖町

：□ 
群馬県鬼石町

宮山市

長野県白馬村

札幌市

都内

砂防 ・地すべり技術センター

都内
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理事会等の開催

［平成12年度第4回理事会］

第4回理事会が、平成13年3月5日午後、ルポール麹町 ・麹町会館会議室で開催され、次の議案について審識

が行われました。

第1号議案 平成12年度収支予算の補正に関する件

第2号議案 平成13年度収支予算（暫定）に関する件

報告事項 三宅島明火対策について

【平成12年度第4回評議員会］

第4回評議員会が、平成13年3月5日、 当センター会議室において開催され、次の議案について審議が行われ

ました。

第1号議案 平成12年度収支予算の補正に関する件

第2号議案 平成13年度収支予算（暫定）に関する件

報告事項 三宅島噴火対策について

出版物こ案内

書名 編著書

鋼製砂防構造物設計便覧 鋼製砂防構造物委員会編

鋼製砂防構造物設置事例集 鋼製砂防構造物委員会編

土砂災害の実態 土砂災害年報耀集委員会編

英和・和英砂防関係用語集 砂防関係用語編集委員会編

火山砂防計画策定（案）等に関する請習会テキスト

砂防技術ー設立20周年記念出版ー 20周年記念出版物編集委員会編

砂防地すべり技術研究発表会予稿集ー設立25周年記念ー

平成12年度技術研究成果報告会予稿集

砂防技術の変遷と展望 阿座上新吾

土石流対策のための土石流災害調査法 池谷浩

目で見る砂防水理模型実験

平成13年3月現在

発行年月日 備考

2001 ・ 2月

1991 ・ 5月 白黒コピー版

1982～毎年 '84/'86/'87/'88 

'94/'95 

'97 ~'99 

2001 ・ 6月（予定）

1992 ・ 5月 コピー版

1995 ・ 7月

1999 ・ 11月

2000 ・ 11月

1990 ・ 8月

1980 ・ 11月 山海堂へ注文下さい。

1990 ・ 7月 ，， 

上記書籍のお問い合わせ及ぴご注文は、企画部 (TEL03-5276-327l/F AX03-5276-3391)までお願いいたします。
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平成13年度砂防・地すべり技術センター研究開発助成
募集の御案内

当財団では毎年度研究開発助成事業を実施しています。この助成事業は砂防ならびに地すべりおよび

がけ崩れ対策にl関する技術の向上を屈るため、これらに関する技術開発および調査研究を対象として、

特に問題意識が鮮明で達成目椋が具体的であるテーマで、優れた人材を結集し十分な遂行能力を有する

大学、高等専門学校等の研究者に対して実施しております。

平成13年度も研究開発助成実施に向け、助成対象を募集します。応募方法および様式は「平成13年度 砂防 ・

地すべり技術センター研究開発助成募集要領」に示されております。必要な方は下記あて請求して下さい。

記

1.助成金額 ：一件につき、 300万円以内 （助成総額 ：1,000万円）

2.助成対象の決定ならびに通知 ：平成13年5月中に開催する研究助成委員会により決定し、応募者宛

に書面で通知

3.助成金の支給 ：助成決定後、銀行振込により支給

4.報告義務 ：研究実施期間終了後一ヶ月以内に、成果の概要杏 (A4版20頁程度）を当財団宛に提出

5.成果の帰属 ：研究成果は助成対象者に帰属するものとする

6.募集受付け期間 ：平成13年4月1日～30日

7.暮集要領請求ならびに問い合わせ先 ：

（財）砂防 ・地すべり技術センター

企画部 ：黒川、田地野

〒!02-0074 東京都千代田区九段南4丁目8番21号 山脇ビル

TEL 03-5276-3271 FAX 03-5276-3391 

E-mail : kikaku@stc.or.jp 

叫 ：http://www.stc.or.jp/

（最新情報及び要領はホームページに提載しておりますのでご確認ください）

平成12年度研究開発助成実績

テマ 代表者 所 属

土石流発生後の渓床における土砂の再堆積機構に関す
水山高久 京都大学大学院

る研究

固液混相流の構成則と相似則に関する研究 宮本邦明 筑波大学

Internetによる記録的豪雨発生状況のリアルタイム表ホ
牛山素行 京都大学防災研究所

システム開発に関する研究

崩壊の免疫性に関する地形学的研究ー多雨地域と非多
平松晋也 高知大学

雨地域の比較

ため池が土石流の流動 ・堆積特性及ぽす影押に関する
海堀正博 広島大学

研究
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「鋼製砂防構造物設計便覧改訂4版」の発行
砂防技術研究所

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
鋼製砂防構造物は、屈撓性や透過性などの機能面、工程短縮や

通年施工あるいは省力化などの施工面等でコンクリート構造物で

は得にくい長所があることから、現在までにこれらの長所を生か

した多くの製品が開発され使用されております。また、近年、自

然との調和をはかる上で、またコスト縮減の面でも銅製砂防構造

物に対しての期待が高まってきております。

当センターは、鋼製砂防構造物の適切な計画設計と効果的利用

を固ることを目的として、昭和57年以降、鋼製砂防構造物に関す

る委員会（研究会）を設け学識経験者の助言と指郡を受けつつ研

究活動を続けており、これらの成果は昭和58年に「鋼製砂防構造

物に関する研究」として発表、更に60年、 62年、平成5年に便究お

よび改訂版を刊行してきたところであります。

このたび本委員会では、平成12年6月までの研究成果 ・知見を加

えるとともに、鋼製流木捕捉工の計画および設計に関する一般事

項を別編として加えて、「鋼製砂防構造物設計便覧」改訂4版を刊

行することとしました。

本改訂では、平成12年7月の土石流対策技術指針（案）、流木対策指針（案）の改訂やその他関連技術基準類

（道路橋示方書 ・同解説、港湾施設の技術上の基準 ・同解説等）の改訂に合わせ整合性をとるとともにこれまで

寄せられてきた意見も参考にしてより扱いやすい便覧を目指し、項目構成の変更、記述の追加などを行ってお

ります。また、本委員会において新たに審査された製品を追加記載しております。

本柑を当面の計画 ・設計の指針として利用していただければ幸いです。本密は当センタ ーにて配布しており

ますので、ご入り用の方は下記までお申し込み ください。

なお、去る2月28日（水）、砂防会館（東京都千代田区）において砂防鋼構造物研究会主催による「第2回 鋼製

砂防構造物講習会」が開催され、都道府県、直轄工事事務所、コンサルタントおよびメーカーの砂防担当者が

多数参加して、本書の解説とその運用等についての講習が行われました。

く「鋼製砂防構造物設計便覧改訂4版」の購入に関する問合わせ・申込先〉

企画部 TEL (03) 5276-3271 

FAX (03) 5276-3391 

1部 ¥5,000- （送料別）
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建設技術技術審査証明事業について

本事業は、建設大臣認定事業であったが、下記のとおり廃止された。

〇国土交通省告示第四十四号

民間開発建設技術の技術審査・証明事業認定規程（昭和六十二年建設省告示第千四百五十一号）

は、廃止する。

平成十三年一月十九日

国土交通大臣林寛子

附則

1．この告示は、平成十三年一月六日から施行する。

2．この告示の施行前に廃止前の民問開発建設技術の技術審査・証明事業認定規程第三条一項により

認定を受けた公益法人が行った審査・証明事業による審査、証明等については、なお従前の例による。

なお、上記告示に伴う取り扱いは以下のとおりである。

く本文〉

・14法人が行っていた技術審査証明事業に対し、建設大臣が行った認定（建設省告示第千四百五十一号第三条）

の効果は、告示の廃止をもって消失する。

• よって、審査証明書等を含め 「大臣認定」の名称を新たに使用する こ とは全くできない。

＜附則〉

・告示の廃止前に行った大臣認定を含めた審査・証明等の有効性は、審査証明書に記載されている期間及びその

内容のみ担保される。

・告示の廃止以前に審査証明書を交付した案件について、新たな事業で審査・証明の更新を行う場合は、更新前

の審査証明書の内容のみ更新することはできるが、大臣認定の有効性は更新できない。

この事業に代わって、当センターを含めて本事業と実施していた14機関において、「建設技術審査証明協議会」

を新たに平成13年1月10日に立ち上げた。その設立の案内文は次頁のとおりである。
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center news 1111 一
「建設技術審査証明協議会」設立について

「建設技術審査証明協議会」が平成13年1月10日（水）に設立しました。

同協議会は、民間における研究開発の促進及び新技術の建設事業への適正かつ迅速な磁入に資するため、会

貝が実施する建設技術審査証明事業の透明性、公平性及び客観性の確保並びに社会的信頼性の維持を因り、も

って建設技術の阿上に寄与することを目的とするものです。

建設技術審査証明事業は、これまで建設大臣告示に基づいて建設大臣から認定を受けて各公益法人がおこな

ってきた「民間開発建設技術の技術審査 ・証明事業」の実績を踏まえて新たに展開しようとする事業で、民間

において自主的に研究 ・開発された建設技術について、各会員が依頼者の申請に差づき新技術の技術内容を学

識経験者等により審査し、客観的に証明しようとする事業です。

わが国における住宅・社会孜本整備に対する国民のニーズは依然として高いものがあり、 E本経済と社会全

体が「高度情報化、少子か、高齢化、国際か等」といった新しい時代の変化に対応しようとしている中、住宅、

社会資本、生産施設等国民生活と経済活動の基盤を支えている建設産業における技術開発はますます重要であ

ります。

これらの技術開発を進めるにあたっては民間の技術力に負うところが今後も大きく、その活用を図っていく

ことが極めて重要であります。

同協議会は、建設技術審査証明事業がその課題に応え、民間における技術開発の推進に大きく寄与し、 2]世

紀の建設産業に貢献する事業となるよう努めたいと考えております。

なお、協議会設立時の会員は次のとおりです。

財団法人 国土技術研究センター 財団法人 土木研究センター

財団法人 日本建設情報総合センター 社団法人 日本測量協会

社団法人 日本建設機械化協会 財団法人 ダム技術センター

財団法人 日本建築センター 財団法人 建築保全センター

財団法人 道路保全技術センター 財団法人 下水道新技術推進機構

財団法人 先端建設技術センター 財団法人 都市緑化技術開発機構

財団法人 日本地図センター 財団法人砂防 ・地すべり技術センター

※当センターの実施要項は、企画部で現在検討中です。詳細については、企画部に問い合わせ下さい。なお、最

新情報はセンターホームページに提載致しますのでご確認下さい。
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72 

ー第3回世界水フォーラム運営委員会を設立 橋本龍太郎元総理が会長に一
開催日は2003年3月16日（日）から23日（日）の8日間に決定

第3回世界水フォーラム事務局

第3回世界水フォーラム運営委員会が2001年1月29日に東京で設立され、第1回運営委員会での審議を行った結

果、第3回世界水フォーラムの基本構想が固まりました。

扇千景国土交通大臣の挨拶で開会した運営委員会では、冒頭

に役員の選出が行われ、総勢22名の委員（別表参照 ：各界の

有識者から 19名、行政担当3名）の中から、会長には橋本胞太

郎元内閣総理大臣が就任しました。

運営委貝会では、2003年3月に日本で開催される第3回世界水

フォ ーラムの企画嘗についての審議を行われ、第3回世界水フ

ォーラムの基本構想が固まりました。

第3回世界水フォーラムは、「オープンな会議」「参加から創造

へ」「議論から行動へ」という 3つの基本理念の上に築かれて

おり 、2003年3月16日から23日までの8日間、「フォーラム」

「閣僚級国際会議」「水に関するフェア」という 3つの要素を中心に、京都を中心とする滋賀 ・大阪の琵琶湖 ・淀

川流域で開催されるという内容になっています。

特に今回のフォーラムでは、世界を取り巻く水問題に対処するための「具体的な行動」へと茫実に結びつける

という点に重点が置かれており、 2003年の関他までの準備期間も、ウェプサイト上でのバーチャル会議、世界

各地域で地域会議を実施するなどの特色を持つほか、 2003年3月の期間中には、メインレボートである 「水行動

報告書 (WaterAction Report)」を発表することなどが組み込まれています。

また、分野別 ・地域別に議論を深めるだけにとどまらず、分野 ・地域を越えた議論の場や、 CEOやユニオン、水

に関する国際 ・政府援助機関、 NGOなど、水に関わる主要なI関係者が水問題の改善に対する貢献や行動等を討

議する場を設定するなど、「行動」を大きく意識した内容となっています。

公開で行われた運営委貝会には、政府関係者を含め］00名程度のオプザーバーが会場に訪れ、審議の状況を見守

っていました。

今回の審議を経た企画杏は、 3月に開催される、世界水フォーラ

ムの提唱者である国際シンクタンク、世界水会議の理事会へ提出

される予定です。
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第3回世界水フォーラム運営委員会委員名簿

会長

橋本龍太郎元内閣総理大臣

有職者委員（アイウエオ順）

秋山喜久 関西経済連合会会長

荒巻禎一 京都府知事

今村 奈良臣 食糧 ・農業 ・農村政策審議会会長、東京大学名誉教授

梅樟忠夫 国立民族学博物館顧問

江崎 玲 於 奈 芝浦工業大学学長、ノーペル物理学貨受買者

大内照之 世界自然保護基金ジャパン (WWF-J)会長

川那部浩哉 池賀県立琵琶湖博物館館長

紺野 美 沙 子 国連開発計画 (UNDP)親善大使、女優

曽根綾子 日本財団会長、作家

高島監久 国連広報センタ ー所長、前NHl(放送総局特別主幹

高橋裕 世界水会議 (WWC)理事、東京大学名誉教授

丹保憲仁 北海道大学総長、日本学術会議会貝

坪井栄孝 日本医師会会長、世界医師会会長

中川博次 水資源開発審議会会長、京都大学名誉教授

西尾武喜 名古屋都市センター理事長、日本水道協会名誉会員

森蔦昭夫 地球環境戦略研究機関理事長、名古屋大学名誉教授

師岡愛美 全日本自治団体労働組合（自治労）副中央執行委員長

和田正江 主婦連合会会長

行政側窓口委員

外務省総合外交政策局国際社会協力部長 （高須 幸雄）

国土交通省土地 ・水資源局水資源部長 （鈴木 藤一郎）

環境省環挽管理局水環境部長 （石原 一郎）

第3回世界水フォーラム事務局では、広報活動の一環としまして、定期的にNewsletterを発行し、E-mailを通じ

て関係者へ送付しています。発行数は、日本語版、英語版を合わせて、現在2000程度となっております。送付

のご希望がございましたら事務局までご連絡ください。また、これまでに発行したNewsletterの内容は、ホーム

ページ (http://www.water-forum3.com/jp)でご覧いただくことができます。そちらで内容をご確認ください。

第3回世界水フォーラム事務局

〒107-0052 東京都港区赤坂7-9-1 トーユー赤坂ビル4F

TEL: 03-5549-1488 FAX: 03-5549-199 

E-mail : office@water-forum3.com 

http://www.water-forum3.com/jp 
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「0編集後記 として他の 13の機関と共同で新たな「建設技‘ 
昨年は 20 0 0年を、今年は21世紀と節目の 術審査証明事業」としてスタートを切りました。

年を迎えました。 21世紀もすでに 3ヶ月も過 このように我々財団法人は従来にも増して所

ぎると、暦の 19 0 0年代は過ぎ去り、 20 0 管官庁からの独立が求められてきています。一

0年代にもすっかり馴染んで来ました。しかし 方、民業圧迫を厳しく戒められて行く状況にあ

ながら、皆様方におかれましても日常の多忙さ り、その独自性を達成していく必然性がありま

は、前世紀から新世紀に変わっても相変わらず す。ともすればぬるま湯的だという財団も 、そ

なのではないかとご推察申し上げます。 れは 19 0 0年代の古い意識で、 20 0 0年代

さる 1月6日に省庁再編で旧建設省も国土交 初頭は組織の存亡をかけて自己改革を達成して

通省として生まれ変わっています。当センター いく必要があることを認識しております。その

は国土交通省河JI[局砂防部所管の財団法人であ ためにも皆様方の期待に応えて行くと共に、皆

りますが、センターニュースでもご紹介いたし 様方の応援が必要であると痛感しております。

ましたように建設大臣認定の建設技術 ・技術技 どうぞ今まで以上のご指導ご鞭撻をお願い申し

術審査証明事業が廃止になり、財団独自の事業 上げます。

74 SABO uol.69 Mar.2001 



center news 1111 駐ユ量璽星匿置
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樋
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霞 シャーブ． 

外堀通り

第一罰業誼行

...．．．迄．

CBSソニー． 
冨士銀行． 

ブリヂストン． 

.・ 
.・ 

私学会館． 

｀ヽi • 国四 ・
さくら餓行

委誓 ・ • 

委i L 靖匂滋・
1111 行 碑百

JR総武線市ヶ谷駅徒歩1分

地下鉄営団有楽町線 ・南北線 (A2出LI)徒歩1分

都営地下鉄新紺線 (A2出口）徒歩1分
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〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-21 山脇ビル

総務部・企画部(6F) TEL (03) 5276-3271 FAX (03) 5276-3391 

砂防部(7F) TEL (03) 5276-3272 FAX (03) 5276-3392 
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