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流域等において多数の深
層崩壊や河道閉塞が発生しているが、河道閉塞部に対し
ては国土交通省による迅速な対策の実施により被害は発
生していない。紀伊山地においては、こうした過去の深
層崩壊や河道閉塞による災害実態や、近年の河道閉塞
対策の技術や知見を生かしつつ、「河道閉塞等対策検討
委員会」（委員長：水山高久	京都大学大学院農学研究
科教授）を設置して討議・指導を受けながら、緊急対策
工に続く恒久対策工における対策の基本方針や対策工
のあり方を策定し、砂防事業を実施している。しかし、
紀伊山地で発生した河道閉塞部はこれまで対策の前例
がない規模（河道閉塞高が最大で100m、河道閉塞部の
下流面勾配が急）や現象であり、従来の対策技術が十
分適用できない場合が多く、対策工事の実施に際して
は様 な々課題があった。
　そこで、今後の河道閉塞対策技術の向上に資するべく、
当センターが受託した平成25年度「河道閉塞対策計画等
検討業務」の一環として、実際に紀伊山地において緊急
対策工事を担当した技術者から施工を通じて得られた
知見や、彼らが詳しい砂防技術以外の土木分野の技術
の中から、河道閉塞対策に適用可能な対策手法・工法、
さらに今後必要となる技術開発について意見を交換する

「河道閉塞等対策における今後の技術開発の動向につい
て」と称する意見交換会を2014年（平成26年）３月７日に
国土交通省紀伊山地砂防事務所が中心となって開催し
た。座長として、平成24年度「河道閉塞等対策検討委員会」
の委員長である水山教授に参加していただいた。
　本報告では、意見交換会における貴重な知見や意見と
ともに、今後の河道閉塞対策のあり方について紹介する。

２. 意見交換会の出席者
　本意見交換会における出席者は以下の通りである。施
工業者については、赤谷地区、長殿地区、栗平地区、
北股地区の代表的な４箇所の河道閉塞対策工事を実施
している業者が参加した。また、コンサルタント業者は
災害発生直後から河道閉塞対策を担当している業者が
参加した。
■	学識者
水山	 高久	 京都大学大学院	農学研究科	教授
■	国土交通省
桜井	 亘	 近畿地方整備局	紀伊山地砂防事務所	所長

１. はじめに
　2011年（平成23年）9月２～３日台風12号に伴う豪雨に
より、紀伊山地（奈良県・和歌山県・三重県）では広範
囲にわたって激甚な土砂災害が発生した。本災害では深
層崩壊を含む3,000箇所を超える斜面崩壊と、それに伴
う様 な々形態の土砂災害が発生したのが特徴的である。
すなわち、1深層崩壊による直接的な被害、2崩壊土
砂が流動化して発生した土石流による被害、32の土石
流が十津川などの河川に流入したことによって形成され
た段波による被害、4深層崩壊によって生産された多量
の流木による被害、5深層崩壊による河道閉塞に伴う浸
水被害、6多量の土砂流出に伴う土砂・洪水氾濫被害
などである。
　このような激甚な土砂災害に対し、国土交通省近畿地
方整備局では災害発生直後から緊急的に砂防事業を実
施するとともに、翌2012年（平成24年）４月に紀伊山地
砂防事務所を設置し、深層崩壊や河道閉塞部の決壊な
どによる土砂流出に伴う二次災害を防止することを目的
に、特に災害規模が大きかった深層崩壊（奈良県吉野郡
天川村：坪内地区、同五條市大塔町：清水［宇井］地区、
和歌山県田辺市本宮町：三

み

越
こし

地区）、河道閉塞部（奈良
県五條市大塔町：赤谷地区、同吉野郡十津川村：長殿
地区・栗平地区、同野迫川村：北股地区、和歌山県田
辺市：熊

い

野
や

地区）、和歌山県那智川流域の９箇所を対象
に砂防事業を実施している。
　紀伊山地では1889年（明治22年）の十津川大水害、
1953年（昭和28年）７月の紀伊大水害においても深層崩
壊や河道閉塞に伴う大規模な土砂・洪水氾濫災害が発
生している。近年では2004年（平成16年）10月新潟県中
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後藤	 彦幸	 近畿地方整備局	紀伊山地砂防事務所
	 	 建設監督官
梶原	 修	 近畿地方整備局	紀伊山地砂防事務所
	 	 建設監督官
酒井	 良	 近畿地方整備局	紀伊山地砂防事務所
	 	 工務課	課長
■	施工業者

【赤谷地区】
末廣	 正人	 鹿島建設㈱	関西支店土木部長
江口	 健治	 鹿島建設㈱	現場代理人
森田	 真幸	 鹿島建設㈱	監理技術者

【長殿地区】
先森	 昭博	 ㈱鴻池組	土木事業部	技術部長
寺西	 克彦	 ㈱鴻池組	現場代理人
廣田	 昌昭	 ㈱鴻池組	現場代理人

【栗平地区】
達富	 賢二	 大成建設㈱	名古屋支店土木担当部長
大塚	 康之	 大成建設㈱	現場代理人

【北股地区】
岡市	 光司	 ㈱熊谷組	関西支店土木部長
越智	 伝	 ㈱熊谷組	現場代理人
■	調査・計画関係法人
山下	 勝	 （一財）砂防・地すべり技術センター
	 	 砂防部長
田村	 毅	 （一財）砂防・地すべり技術センター
	 	 砂防技術研究所	調査役

池田	 暁彦	 （一財）砂防・地すべり技術センター
	 	 砂防技術研究所	砂防システム研究室長
佐伯　響一	 （一財）砂防・地すべり技術センター
	 	 砂防部
西尾	 陽介	 八千代エンジヤリング㈱水工部
海原	 荘一	 ㈱エイト日本技術開発	中国支社
	 	 ジオ・エンジニアリング部
	

３. 代表的な河道閉塞対策の概要
　緊急対策工事において多くの課題が生じた赤谷地区、
長殿地区、栗平地区、北股地区の各地区について、そ
の深層崩壊・河道閉塞部の規模、緊急対策工ならびに「河
道閉塞等対策検討委員会」で討議・策定された河道閉
塞対策（恒久対策工）の概要について以下に示す。なお、
各土砂量や対策工については、今後の現地や工事の状
況に応じて変更される可能性がある。

３-１ 赤谷地区

　赤谷地区で発生した深層崩壊の規模は幅300m、崩壊
長1,100m、崩壊土砂量9,354,000㎥である。河道閉塞部
の上流域の流域面積は13.2㎢である。赤谷地区では深
層崩壊・河道閉塞発生直後の９月20～21日に発生した台
風15号に伴う豪雨により、崩壊地ではガリー侵食や崩壊
土砂の二次侵食が発生するとともに、崩壊土砂・河道閉
塞土砂の一部が下流河道に流出して川

かわ

原
ら

樋
び

川まで達した。
　図-1に緊急対策工および「河道閉塞等対策検討委員

図-1 赤谷地区における緊急対策工と恒久対策工の概要

〈緊急対策工〉 〈恒久対策工〉
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会」で討議・策定された恒久対策工の概要について示す。
台風15号以降、仮排水路（かご枠構造、SBウォール工法；
砂防ソイルセメント）、暗渠排水管、仮排水路への土砂
流入防護土堤等の緊急対策工事を実施した。河道閉塞
部の恒久対策工としては、河道閉塞部下流の洗掘を防
止して安定化を図るための基幹堰堤と、河道閉塞部の侵
食抑制と崩壊地からの土砂流出抑制を図るために砂防
堰堤を整備し、河道閉塞部の一部を除石して湛水池の
一部を埋め立てるものとした。
　赤谷地区では、平成24年６月19日台風４号に伴う豪雨
により、崩壊地から河道閉塞部に多量の土砂が流出し、
完成直前の仮排水路が埋没した。平成23年台風15号か
ら平成24年台風４号までの約６ヶ月間で崩壊地から河道
閉塞部へ約580,000㎥もの土砂が流出しており、赤谷地
区では、こうした崩壊地からの土砂流出が緊急対策工事
に甚大な影響を及ぼしていた。
　一方、仮排水路と平行して整備した暗渠排水管は崩
壊地からの土砂流出の影響を受けることなく越流を抑制
する効果を発揮していた。台風４号以降、緊急対策工
を完了させた後に恒久対策工である基幹堰堤の掘削工
事を実施していたが、降雨のたびに崩壊地内のガリー
侵食や崩壊土砂の二次侵食、再崩壊・拡大崩壊などに
よる影響が生じていた。そして平成25年９月21日の未明
には無降雨であったにもかかわらず再崩壊が発生し、約
420,000㎥もの土砂が河道閉塞部へ流出して基幹堰堤の
掘削部を埋没させた 写真-1 。平成26年７月現在では堆
積土砂を除去した後、基幹堰堤の施工が進んでいる。

３-２ 長殿地区

　長殿地区で発生した深層崩壊の規模は幅300m、崩壊
長700m、崩壊土砂量6,344,000㎥である。河道閉塞部
の上流域の流域面積は4.5㎢である。長殿地区では深層
崩壊・河道閉塞発生直後の９月20～21日に発生した台風
15号に伴う豪雨により、崩壊地ではガリー侵食や崩壊土
砂の二次侵食が発生するとともに、崩壊土砂・河道閉塞
土砂の一部が下流河道に流出して十津川本川まで達した。
　図-2に緊急対策工および「河道閉塞等対策検討委員
会」で討議・策定された恒久対策工の概要について示す。
台風15号以降、仮排水路（かご枠構造、布製型枠にモル
タルを充填した構造； 写真-2 ）、仮排水路への土砂流入
防護土堤、仮排水路脚部の湧水処理のための暗渠排水
管、表面排水路等の緊急対策工事を実施した。河道閉
塞部の恒久対策工としては、河道閉塞高を25m切り下げ、
掘削土砂を用いて湛水池を完全に埋め立てるとともに湛
水池の跡地に排水路を整備し、河道閉塞部下流の洗掘
を防止して安定化を図るための基幹堰堤を整備するもの
とした。なお、閉塞高が依然として高いために河道閉塞
部の下流面に排水路を整備するものとし、基幹堰堤は排
水路からの流水の減勢効果も兼ねるものとした。これら
の構造の妥当性については水理模型実験によって検証
した。
　長殿地区では、赤谷地区と同様に平成24年６月19日台
風４号に伴う豪雨や中小規模の降雨によって崩壊地内の
ガリー侵食や崩壊土砂の二次侵食が発生しているが、
規模が小さいうえに崩壊地と河道閉塞部の間にバッファ
ーゾーンがあるために河道閉塞部への影響はほとんどな
い。また、平常時の湛水位が低いために、仮排水路の

写真-1 赤谷地区において2013年（平成25年）9月21日に発生した崩壊 写真-2 長殿地区の仮排水路工
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完成以降では越流していない。一方、台風４号の豪雨に
よって河道閉塞部の脚部から湧水が発生したが、河道閉
塞部の侵食や破壊等は発生していない。平成26年７月現
在では基幹堰堤の施工が進んでいる。

３-３ 栗平地区

　栗平地区で発生した深層崩壊の規模は幅500m、崩壊
長850m、崩壊土砂量25,133,000㎥である。河道閉塞部

の上流域の流域面積は8.7㎢である。
　図-3に緊急対策工および「河道閉塞等対策検討委員
会」で討議・策定された恒久対策工の概要について示す。
台風15号以降、仮排水路（砂防ソイルセメント構造、モ
ルタル吹付構造、かご枠構造）、および仮排水路への土
砂流入防護土堤等の緊急対策工事を実施した。
　当初の河道閉塞部の恒久対策工として、閉塞高が高
いために河道閉塞部の下流面に排水路を整備し、河道

図-2 長殿地区における緊急対策工と恒久対策工の概要

図-3 栗平地区における緊急対策工と恒久対策工の概要

〈緊急対策工〉 〈恒久対策工〉

〈恒久対策工〉〈緊急対策工〉
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排水管を推進工法によって施工した 写真-4 。現状では排
水路の施工が進んでいる。

３-４ 北股地区

　北股地区で発生した深層崩壊の規模は幅170m、崩壊
長370m、崩壊土砂量1,191,000㎥である。河道閉塞部の
上流域の流域面積は0.4㎢である。北股地区では深層崩
壊に伴って崩壊土砂とともに多量の流木が集落まで流出
した。
　図-4に緊急対策工および「河道閉塞等対策検討委員
会」で討議・策定された恒久対策工の概要について示
す。台風15号以降、崩壊斜面頭部の排土、仮排水路（暗
渠排水管、大型土嚢）、仮排水路への土砂流入防護土
堤、湛水池の埋め戻し等の緊急対策工事を実施した。
なお、崩壊斜面頭部の排土は無人化施工によって実施し
た 写真-5 。河道閉塞部の恒久対策工としては、河道閉
塞部下流の洗掘を防止して安定化を図るための基幹堰堤
と、河道閉塞部の侵食抑制と崩壊地ならの土砂流出抑
制を図るために砂防堰堤を整備するものとした。平成24
年６月19日台風４号に伴う豪雨では、崩壊地から河道閉
塞部に多量の土砂が流出し、完成したばかりの仮排水路
（暗渠排水管）の上流呑口が埋没したために、多量の表
面流が流下して仮排水路（暗渠排水管）が破損・流失し
た。台風４号以降、緊急対策工を完了させた後に恒久
対策工である砂防堰堤の整備が進んでいる 写真-6 。

４. 意見交換会の概要
　意見交換会では、前述した緊急対策工事段階での技

閉塞部下流の洗掘を防止して安定化を図るためと排水路
からの流水の減勢効果を得るために基幹堰堤を整備す
るものとした。
　栗平地区では、赤谷地区と同様に平成24年６月19日台
風４号に伴う豪雨や中小規模の降雨によって崩壊地内の
ガリー侵食や崩壊土砂の二次侵食が発生しているが、
規模が小さいうえに崩壊地と河道閉塞部の間にバッファ
ーゾーンがあるために河道閉塞部への影響はほとんどな
い。一方、湛水位が上昇しやすい上に低下しにくいため
に越流する頻度が大きかったため、対策工事は排水ポ
ンプによる湛水位の上昇抑制・低下を図りながら実施した。
　このように栗平地区では、崩壊地からの土砂流出で
はなく、河道閉塞部における越流水の流下が緊急対策
工事に甚大な影響を及ぼしていた。仮排水路が平成24
年６月19日台風４号に伴う豪雨の直前に完成したことに
より、仮排水路の下流端が一部洗掘されたものの、台
風４号と台風５号の越流水を安全に流下することができ
た。しかし、同年の台風16号・台風17号に伴う豪雨によ
る越流水によって、仮排水路の下流２／３が約300,000
㎥にわたって侵食・流出した 写真-3 。このことから、河
道閉塞高を20m切り下げ、河道閉塞部の二次侵食を防止
して安定化を図るために、河道閉塞部の末端に基幹堰
堤を設置するとともに、その上流には床固工群を整備す
るものとした。これらの構造の妥当性、ならびに床固工
群下流／基幹堰堤の堆砂域における洗掘・河床変動状
況については水理模型実験によって検証した。また、本
工事に先立ち、下流の集落と施工箇所の安全を確保す
るために現在の仮排水路敷高より10m低い位置に暗渠

写真-3 栗平地区において2012年（平成24年）10月1日台風17号によって発生した大規模
侵食

写真-4 栗平地区における推進工法による暗渠排水管の施工状況（上流側立
坑での貫通状況）
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術的な課題、恒久対策の施工における技術的な課題、
他分野技術の中から河道閉塞対策へ適用可能な技術、
河道閉塞に対して今後必要と思われる技術開発、そして、
大規模な河道閉塞対策のあり方などについて着目し、平
成26年３月７日㈮に京都大学にて開催された 写真-7 。以
下に主な意見について紹介する。

４-１ 輸送手段について

◦	緊急対策工事において最も重要なのは人員（作業員）・
資材・重機の輸送路の確保であった。今回の災害で

はいずれの地区においても輸送手段（輸送路）の確保
に苦労した。特に既設道路が近接せず、渡河する必
要があった長殿地区や栗平地区については、ヘリコプ
ターによる空輸しか輸送手段がなかった。さらに、民
間機による空輸については輸送限界重量（３～４t）が
あるために、分解型のバックホウを小分けにして輸送
することしかできなかった。

◦	重機の輸送については、1バックホウ以外の分解型の
重機の早期開発、2民間機のみならず自衛隊機による
輸送手段（７～８tの輸送が可能）の確立（災害協定の

図-4 北股地区における緊急対策工と恒久対策工の概要

〈緊急対策工〉 〈恒久対策工〉

写真-5 北股地区における無人化施工による崩壊地頭部排土の施工状況 写真-6 北股地区における砂防堰堤の施工状況
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端（河道閉塞部脚部、暗渠排水管の出口など）におけ
る洗掘・侵食対策であると考えられる。特に赤谷地区
のように崩壊地からの土砂流出頻度が高い場合や、栗
平地区のように河道閉塞高が高い場合では重要である。

◦	今回は降雨流出特性や、施工が許容される期間（例え
ば次期出水までの期間）などを考慮して緊急対策工に
おける計画流量を２年超過確率規模流量としたが、流
量規模としては数10㎥ /sと比較的大きい。仮排水路
であることを考慮して今後は応急的にもっと小流量を
対象とした対策工を整備した後、段階的に計画流量を
引き上げて、流下断面を拡大していけば良いと考えら
れる。

◦	仮排水路の幅は越流水などの流速を減じて洗掘・侵
食を抑制するために、可能なかぎり広げることが望ま
しいと考えられる。

◦	資材の搬入が困難であったために、容易に運搬できる
資材（金網）と現地で中詰め用の石が確保可能なこと
から「かご枠構造」を採用した。しかし、実際には人
力によって中詰め用の石をふるい分けたり、かごの中
に敷き詰めるために、膨大な作業時間を要し、結果的
に作業効率が悪くなった。さらに、仮排水路に堆積し
た土砂を除去する時に重機のバケットによって容易に
破損してしまっていたため、排水路には「かご枠構造」
ではなく、砂防ソイルセメントやモルタル等が望ましい
と考えられる。

４-３ 暗渠排水管について

◦	栗平地区において、推進工法による暗渠排水管の施
工については、工事着手当初から考えていたが、河道

締結など）がきわめて重要な課題だと考えられる。な
お、バックホウ以外で特に必要な重機は、ブルドーザ
ーとキャリアダンプ（不整地運搬車）である。

◦	人員輸送については、ヘリコプターによる輸送しか輸
送手段がなかったために悪天候時には作業ができずに
作業効率が低下することから、栗平地区においては河
道沿いに仮設の工事用道路を整備して水陸両用車やバ
ギーを使用した。しかし、出水時には冠水したり道路
が流失してしまう危険性があったうえ、車両振動が激
しいために作業員の健康維持が困難となった。今後は
振動が少なく、かつ安全な人員輸送専用のキャリアダ
ンプの開発が必要だと考えられる。赤谷地区では栗平
地区に比べてアクセスは良好だったが、崩壊地と河道
閉塞からの土砂流出が著しいために降雨ごとに工事用
道路が流出していたので、安全な工事用道路の確保
が重要である。

◦	巨大重機の搬入には事前の早い時期からの申請が必
要となるため、災害時にはその規制を緩和することが
望ましいと考えられる。

◦	長殿地区における仮排水路の施工に際して、布製型
枠に充填するために必要なモルタル（高流動コンクリー
ト）を圧送していたが、圧送距離（水平距離）が1000m
と長いうえに比高差が300mもあり、品質と打設量のコ
ントロールが非常に難しかったため、今後は遅延形の
コンクリートの配合や圧送方法などについて検討する
必要がある。

４-２ 仮排水路の構造等について

◦	仮排水路の整備に際しては最も重要なのは、水路下流

写真-7 意見交換会の様子

sabo vol.116 夏 201422



意見交換会  開催報告

揮できる構造を構築できれば良い（例えば中詰め材の
石の大きさが不揃い、砂防ソイルセメントでは目標強
度を低く設定などでも可）ものと考えられるので、従
来の管理基準を緩和するべきであると考えられる。す
なわち、前述の防護土堤などを含め、「砂防事業にお
ける河道閉塞対策設計・施工基準（案）」を作成する
ことが望ましい。

◦	河道閉塞対策の基本は、崩壊地や河道閉塞部の安定
性を損なわない範囲で、可能なかぎり湛水池の越流標
高の切り下げや、掘削土砂による湛水池の埋め戻しで
あると考えられる。このため、今後は河道閉塞部の切
り下げと、暗渠排水管・排水路の施工タイミングなど
について、より効率的に、かつ安全に対策が実施でき
るように検討する必要がある。なお、排水ポンプにつ
いては、暗渠排水管の設置や河道閉塞部の切り下げ
のために、一時的に湛水位を低下させるための仮設工
として取り扱うべきであると考えられる。

５. おわりに
　本意見交換会は、今後の河道閉塞対策技術の向上に
資するにあたって非常に有意義なものとなった。特に重
要な意見を整理すると以下のようになる。
■	人員・資材・重機の輸送路の確保が重要である。こ

れは初動時のみならず、緊急対策工事・恒久対策工
事を通じて効率的に作業をするためにも必要となる。

■	自衛隊などとの災害協定、地方自治体における各種申
請手続きの緩和、地域との連携など、平常時からの災
害対応に関する体制づくりが重要である。

■	河道閉塞対策に対する砂防事業独自の設計・施工基
準の整備が重要である。この基準には計画流量の設
定方法、対策工の設計方針（設計外力など）、構造の
考え方、施工方法、検査手法の緩和などを記載する
ことが想定される。

■	分解型の重機（ブルドーザー、キャリアダンプ）、人員
輸送車、長距離圧送可能なコンクリートなどの新しい
技術開発が重要である。

　今後も引き続き、砂防技術以外の土木分野における
最新技術の情報収集、河道閉塞対策に適用可能な対策
手法・工法に関する議論、今後必要となる技術開発につ
いて、工事担当技術者による意見交換会を開催したいと
考えている。

閉塞部の内部の巨石や流木・倒木の分布状況が不明
だったため、実施に躊躇した。しかし、台風17号によ
る大規模な侵食断面を観察したところ巨石や流木・倒
木は確認できなかったので、本工法を採用した。今後
は推進工法の採用判断基準として、河道閉塞部の内
部構造を調査する手法を開発するとともに、崩壊土砂
と表層の樹木の流動メカニズムについて研究すること
が望ましいと考えられる。

◦	赤谷地区においては、仮排水路の施工と平行して暗
渠排水管を整備し、その結果、度重なる崩壊土砂の
流出によって仮排水路が埋没しても安全に越流水を流
下させることができた。今後の対策工法として、暗渠
排水管は非常に有効であると考えられる。ただし、作
業の安全性を考慮し、推進工法は最終手段として、
基本的には開削工法が望ましいと考えられる。

◦	推進工法で施工できる限界は、労働安全衛生法や掘
削機のメンテナンス等を考慮して800m程度であると考
えられる。また、立坑を100m間隔で設置することや、
暗渠の直径を人が通りやすい２m以上とするなど、「非
常時に避難が可能」な構造とする必要がある。

４-４ 無人化施工について

◦	無人化施工における課題として、1光ファーバーと無
線で信号を送信しているために操作情報のタイムラグ
が発生する、2実際の重機にかかる荷重等をオペレー
ターが感じ取れないため、無意識のうちに重機に無理
をさせて壊すケースがあった。

◦	今後は、過度な荷重がかかった場合にアラートが表示
される（画面を赤くする等）ようにして、オペレーター
に重機の状況がより正確に伝わるように工夫する必要
がある。

４-５ 緊急対策工事について

◦	崩壊地から仮排水路への土砂流出防止のために防護
土堤を施工したが、防護土堤に関する設計・施工基
準がないため、二次崩壊土砂の堆積厚などを参考に
現地で設定した。

◦	仮排水路に用いた「かご枠構造」の施工に際して、外
観形状や中詰め材の大きさなどを一般的な出来高によ
る完成検査を行ったため、施工に手間と時間を多く要
することとなる。現実的に緊急対策工とは、緊急時に
おいて可能なかぎり早く、必要最小限の要求機能が発

sabo vol.116 夏 2014sabo vol.116 夏 2014 23


