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浅間山直轄
火山砂防事業の
新規事業
採択時評価について

１．はじめに
　国土交通省では公共事業の効率性及びその実施過程
の透明性の一層の向上を図るため、新規事業の予算化
決定に先立ち、新規事業採択時評価を実施している。
新規事業採択時評価は平成10年度に導入され、その後、
より一層の実施過程の透明性向上を図るため、学識経
験者等の第三者から構成される委員会等の意見聴取、
計画段階評価の試行等の制度改善を行っているところ
である。本稿では平成24年度新規予算化に先立ち、実
施した浅間山直轄火山砂防事業の新規事業採択時評価
について、災害発生時の影響、費用対効果分析等の各
評価項目に沿って紹介する。

２．対象事業の概要
　今回新規事業採択時評価の対象とした事業の概要

（予定）は以下のとおりである。
1事業名：浅間山直轄火山砂防事業
2関連市町村：群馬県吾妻郡嬬恋村、吾妻郡長野原町
長野県北佐久郡軽井沢町、北佐久郡御代田町、小諸市、
佐久市
3事業内容：砂防えん堤27基、導流堤４基等図-1

4総事業費：約250億円
5事業期間：平成24年度〜平成38年度

３．事業の目的と必要性
　浅間山は、群馬県と長野県にまたがる標高2,568ｍ
の活火山である。火山噴火予知連絡会の分類（ランク
分け）では火山活動度Aランクとされており、国内で
も非常に活動的な火山である。天明３年（1783年）の
大噴火等、過去にも火砕流や火山泥流により甚大な被
害が発生し、近年でも2004年９月、2009年２月に中小
規模の噴火が発生するなど、今後中規模噴火がいつ発
生してもおかしくない状況にある。
　一方で、浅間山山麓では別荘地等の開発が年々進む
とともに、国道、新幹線等の重要交通網が分布するな
ど、積雪期の噴火に伴う融雪型火山泥流や、噴火後の
土石流が生じた場合、広範囲に社会経済的な影響が懸
念されるため、早期の対策が求められている。
　このため、冬期に発生する中規模噴火（1901年以降
の最大実績である1958年11月の噴火規模）に伴う火砕
流27万㎥により生ずる融雪型火山泥流について、人的
被害や経済損失の防止・軽減を図ることを目標とした。
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◦	想定氾濫内戸数	 ：	約8,000戸（※）
◦	想定氾濫内資産	 ：	約500億円（※）
◦	重要交通網	 	：	国道18号、長野新幹線、上信越自動車道　等
◦	関係地方自治体	 ：群馬県、嬬恋村、長野原町、長野県、軽井沢町、
	 	 	 御代田町、小諸市、佐久市
※中規模噴火発生における想定氾濫エリア内の戸数及び資産

４．各評価項目に関する評価結果
4-1　災害発生時の影響

　浅間山で中規模噴火が発生した場合、周辺山麓の家
屋約8,000戸、国道18号、長野新幹線、上信越自動車
道など被害が多岐にわたると想定され、群馬、長野両
県のみならず、首都圏の経済活動にも甚大な影響を及
ぼすおそれがある図-2 表-1。

4-2　過去の災害実績

　浅間山では過去に天明３年（1783）の大噴火により、
北側中腹において土石なだれが発生、泥流となって流
れ下り、吾妻川から利根川にかけて大洪水が発生して
いる。この噴火では死者・行方不明者1,523名、被害
家屋数2,065戸の被害が発生したとされる。
　また、近年においても2004年９月、2009年２月等、
頻繁に噴火が発生している状況である 写真-1、2 。

4-3　災害発生の危険度

　浅間山は、火山噴火予知連絡会議による活火山の分
類において、過去100年の活動及び10,000年の活動が
特に活発であることから、最も火山活動度の高いラン
クAに分類されている。
　また、明治以降約4,900回以上も噴火し、4-2で述べ
たようにここ10年間でも2004年、2008年、2009年に噴
火、過去に火砕流に伴う融雪型火山泥流も発生してい
ることから災害発生の危険度は高い写真-3。

図-2 融雪型火山泥流

表-1 噴火により想定される影響

写真-2 2009年2月の噴火

写真-3 1973年2月の噴火による噴煙・火砕流の様子（上）と発生した
火山泥流の黒い筋（下）	

写真-1 2004年9月の噴火

4㎞

浅間山

融雪型火山泥流

小規模な火砕流

泥流の黒い筋
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4-4　地域開発の状況

　浅間山山麓では年々別荘地の開発が進んでいる他、
長野─金沢間で北陸新幹線の延伸が進められており、
これに伴い火山噴火による社会的、経済的な影響が更
に拡大するおそれがある図-3 写真-4 。

4-5　地域の協力体制

　これまでに、平成17年から国、群馬・長野両県、関
係市町村等の防災関係機関で構成される「浅間山火山
防災対策連絡会議」を開催し、浅間山の火山噴火災害
に備え、平時から情報共有化を図り、事前対策及び迅
速・的確な初動対応に資することを目的として、防災
訓練や浅間山の火山防災マップの検討、住民に対する
説明会等、さまざまな活動を行っており、協力・連携
体制が構築されている状況である写真-5。
　なお、新規事業評価に際し、群馬・長野両県知事の
ご意見を伺ったところ、浅間山の火山砂防事業の早期
着手、大規模噴火対策に関する調査・研究を求める意
見等が出されている。

4-6　事業の緊急度

　浅間山においては、国内の火山のなかでも極めて活
動的な火山であり、直近では2009年の噴火の他、2004

年、2008年にも噴火するなど、最近の活動も極めて活
発であり、事業の緊急度は高いといえる図-4。
4-7　災害時の情報提供体制

　4-5でも述べたように、平常時においては群馬・長
野両県、関係市町村と連携した防災訓練等を通じ、情
報連絡体制の構築を図ってきているところである。
　火山噴火時においては、浅間山の映像、積雪深、降
灰量、雨量、風向・風速等の各種情報を国土交通省で
一元的に収集し、地方公共団体等の防災機関、地域住
民に情報提供を行うとともに、ヘリコプターや衛星通
信車により、災害現場の情報を収集、光ケーブルなど
を通じて関係市町村等へ情報提供を行う体制を整備し
ている写真-6、7、図-5（12ページ）。

4-8　代替案立案等の可能性

　中規模噴火に伴う融雪型火山泥流への対策として、
①平常時対策単独案、②平常時対策と緊急時対策の併
用案、③緊急時対策単独案の３案を設定し、実現性、
柔軟性、地域社会や環境への影響等の観点から評価を
行った表-2。
　その結果、平常時には最低限の基幹的な施設の整備

図-3 別荘と人口の推移　（長野県軽井沢町）
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写真-4 地域開発の状況　 	開発が進行している箇所
	 （写真：長野県軽井沢町）

写真-5 浅間山噴火総合防災訓練の状況

※明治以前は文献に記録されている噴火履歴のみを記載。
※VEIは火山の爆発の大きさを示す区分。
　噴出物の量で0から8に区分され8が最大規模。

図-4 浅間山の噴火履歴
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写真-6 融雪型火山泥流ハザードマップ説明会（軽井沢町） 写真-7 ロールプレイング方式防災訓練の状況

評価軸 案①　平常時対策 案②　平常時対策＋緊急時対策 案③　緊急時対策

概要

・平常時にすべての砂防設備を設置 ・一部の砂防設備を平常時に設置し、残りを
緊急時に設置

・すべての砂防設備を緊急時に設置

被害
軽減効果 ○

目標とする人的被害及び経済損失の軽減
を達成
・被害家屋数：約8,000戸→約100戸

○

目標とする人的被害及び経済損失の軽減
を達成
・被害家屋数：約8,000戸→約100戸 ○

目標とする人的被害及び経済損失の軽減
を達成
・被害家屋数：約8,000戸→約100戸

実現性 △

事業期間が長期にわたる
関係機関との調整が難航

・砂防堰堤や導流堤を計31基整備する必
要があるため事業の長期化が想定され、
次期噴火時までに事業が完了せず、事
業効果が発揮できないおそれがある。

・多くの施設が施工され景観への影響が
懸念されるほか、一部の砂防設備は国立
公園特別保護地区

・第１種特別地域内に計画されるため、国
立公園法及び県条例にかかる関係機関
との調整に難航するおそれがある。

○

着実な事業効果発現が可能

・平常時に設置する砂防堰堤は各渓流１
基ずつ計16基であり、案1より短期間
で事業完了が可能。

・残りの施設についても用地取得や工事
用道路の施工を予め行い、噴火の前兆
現象が現れてから概ね3ヶ月間において
迅速な施工が可能。 ×

事業効果が不確実
施工性の確実性が不安定

・用地取得や工事用道路の施工を予め行
い、全ての砂防堰堤・導流堤を緊急時
に施工する。

・全ての対策を完了させるためには、同一
渓流内における上下流で同時施工を行
い、かつ同一現場内に複数の作業班を
投入する必要があるなど、噴火のおそれ
の高い現場において、安全管理上極め
て危険であり、施工性に困難を伴う。

・緊急時対策の砂防堰堤に必要なコンク
リートブロック等の備蓄資材の量が膨
大となり、広大なストックヤードを確保
する必要。

柔軟性 ×

備蓄資材の不備
・平常時に全ての導流堤や砂防堰堤が設
置されるため、緊急対策用の資材等は備
蓄されておらず、計画対象外の現象に対
して柔軟に対応することは困難。

○

備蓄資材による柔軟な対応が可能
・緊急時に設置される導流堤や砂防堰堤
について、火山噴火の前兆に応じ、流下
方向等想定される現象に対し柔軟に施
設を配置することが可能。

○

備蓄資材による柔軟な対応が可能
・緊急時に設置される導流堤や砂防堰堤
について、火山噴火の前兆に応じ、流下
方向等想定される現象に対し柔軟に施
設を配置することが可能。

地域社会
への影響 ×

地域社会への影響大
・国立公園にも指定され、軽井沢など一大
観光地・別荘地となっている浅間山周
辺において、長期間に及ぶ工事となり、
大規模な地形改変を伴うことなどから、
地域社会への影響は大きい。

△

地域社会への影響やや小
・平常時における砂防堰堤の整備は最低
限であり、地域社会への影響は比較的
小さい。

○

地域社会への影響小
・平常時における砂防堰堤の整備は行わ
ないことから、地域社会への影響は小さ
い。

環境への
影響 ×

環境への影響大
・特別保護地区
・第1種特別地域内での工事を伴うなど、
観光地での景観上の影響等が懸念。

△

環境への影響やや小
・第1種特別地域内における平常時の工
事は最低限であり、主に緊急時に施工し、
火山活動沈静化後は撤去するため、環
境への影響は比較的小さい。

○

環境への影響小
・第1種特別地域内における平常時の工
事は行わず、緊急時に施工し、火山活動
沈静化後は撤去することから、環境への
影響は少ない。

全体
事業費 × 事業費：約290億円 ○ 事業費：約250億円 △ 事業費：約270億円

総合評価 × ○ △

対策案の比較・評価結果表-2
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委員名簿

◎ 石川 芳治 東京農工大学大学院 教授
 大野 栄治 名城大学都市情報学部 教授
 関戸 明子 群馬大学教育学部 教授
 関谷 直也 東洋大学社会学部 准教授
 武尾 実 東京大学地震研究所 教授
 堀田 紀文 筑波大学大学院生命環境科学研究科
  准教授

（敬称略、五十音順、◎：委員長）

　委員会における主な意見は以下のとおりである。
・浅間山の直轄火山砂防事業の平成24年度からの予算

化については妥当。
・前兆を正確に捉えるとともに、火山活動中も継続監

視ができるよう、観測体制の強化が必要である。
・噴火までのリードタイムがある事を前提とした場合

の人的被害の考え方について、今後調査検討を進め
る必要がある。

・浅間山周辺では観光も重要な産業であり、便益に観
光被害を含めても良いと思われる。

・緊急対策資材備蓄ヤード等を活用した防災教育や周
知啓発なども推進して欲しい。

６．おわりに
　浅間山直轄火山砂防事業については、事業の必要
性、緊急性、投資効果等を総合的に評価するとともに、
学識経験者等の第三者から構成される委員会の意見

と用地取得、工事用道路の整備や資機材の備蓄を行い、
火山噴火時には火山活動の状況に応じて、対策が必要
な箇所に機動的にハード対策を行う案②（平常時対策
と緊急時対策の併用案）が最も妥当であるとの評価結
果となった。

4-9　費用対効果

　火山砂防事業により軽減される家屋被害、農作物被
害、公共土木施設被害等の被害額と、事業実施に必要
な工事、用地等の費用について、それぞれ社会的割引
率を考慮し基準年（平成23）において現在価値化し、
費用便益比（B/C）を算出したところ、B/C＝2.9となり、
投資効率は妥当であると判断された表-3、図-6、7。

５． 学識経験者等の第三者から
 構成される委員会等の意見聴取
　浅間山直轄火山砂防事業の新規事業評価においては、
以下のとおり「火山砂防事業評価検討委員会」を設置し、
各分野の学識経験者にご意見を伺った写真-8。

平成24年度火山砂防事業評価検討委員会

開催日時：平成24年1月20日（金）10：00〜12：00
議　　事：1 平成24年度予算に係る新規事業採択時評

価等について
 　2その他

火山噴火緊急減災対策イメージ

火山噴火緊急減災対策
火山噴火に伴い発生が想定される土砂災害
の被害を出来る限り軽減（減災）するため
に実施する火山防災対策。

・緊急対策を迅速かつ効果的に実施するため、
警戒監視などのソフト対策を推進し、また緊
急対策用の資機材備蓄、工事用道路の整備、
必要最小限の施設整備等を事前に実施。

・火山活動の状況に応じて、対策が必要な箇
所に機動的に緊急ハード対策を実施。

光ケーブル等の
情報通信網の整備

緊急対策用
資機材の備蓄

基幹的な砂防
施設の施工監視・観測機器

の整備

緊急ハード対
策施設の施工

リアルタイムハザードマップに
よる危険区域の想定

監視カメラ

ワイヤーセンサー

火山砂防情報の提供

平常時に実施する噴火対策

噴火時に実施する緊急対策

緊急ハード対
策施設の施工

図-5
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を聴取した結果、平成24年度からの新規予算化が妥
当との結論を得た。
　また、対策としては、平常時においては最低限の砂
防施設整備や用地取得、資機材の備蓄等を、噴火時や
噴火の前兆が確認された際には、活動の状況に応じて
対策が必要とされる箇所に機動的、緊急的に砂防施設
を設置する案（平常時対策と緊急時対策の併用案）が
採用された。
　今後は、火山砂防事業評価検討委員会でのご意見を
踏まえ、また地域や関係機関と連携を図りつつ、火山
噴火に伴う土砂災害からの安全・安心の確保に一層取
り組んで参りたい。
　なお、平成24年度予算に向けた新規事業採択時評価
の結果については、国土交通省ホームページ（http://
www.mlit.go.jp/tec/hyouka/public/ kisha/120130h23/
index.html）に、平成24年度火山砂防事業評価検討委
員会に関する各種情報・資料は、国土交通省砂防部ホ
ー ム ペ ー ジ（http://www.mlit.go.jp/river/sabo/h24_
kazansabo_hyoka.html）に掲載しているので、参照頂
きたい。

費用効果分析の結果

治水経済調査マニュアル（案）に基づいて分析
便益（Ｂ） 費用（Ｃ） 事業効果（Ｂ／Ｃ）

547億円 191億 2.9

便益（Ｂ）の内訳及び主な根拠

内　　訳：被害防止便益：543億円、残存価値4億円
主な根拠：想定氾濫面積：8563ha
　　　　　想定被害軽減人家：7878戸

図-6 被害人家戸数の比較

図-7 被害想定範囲の比較
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対策未実施戸数の比較 対策実施後

約100戸

（戸） 想定被害家屋数

砂防施設により融雪型火山泥流の氾濫を抑え、下流の被
害を軽減（破線の枠内）

対策未実施

対策実施後
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