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1. はじめに
平成28年9月7日に台風第13号に伴う前線豪雨によ

り、群馬県沼田市利根町柿
カキダイラ

平（以下、柿平地区と呼ぶ）
において土砂災害が発生した。この土石流による被害は
負傷者1名、人家半壊2棟、一部損壊2棟に及んだ。
（一財）砂防・地すべり技術センター（以下STC）は、

国土交通省関東地方整備局利根川水系砂防事務所と災害
協定を締結しており、事務所の要請により調査を実施す
る運びとなった。今回の土石流災害における被害状況の
実態把握を目的として、9月9日〜 11日に現地調査を実
施した。現地で確認された状況について、概要を以下に
報告する。

2. 災害概要
2.1　調査地（流域）の概要

柿平地区は群馬県北東部、利根川水系の片
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利川の右岸斜面に位置している（図-1）。
流域面積は約35ha、河床勾配は17 〜 32°程度である

（図-2）。流域内の地質は堆積岩類や火山岩類で構成され
ている。柿平地区には、人家8棟、公共施設（公民館）
１施設、橋梁、市道等といった保全対象が分布してい
る。崩壊が発生したのはこの地区を流れている柿平沢及
びその左支川の源頭部斜面である。

調査範囲は土砂・流木が発生した柿平沢及びその左支
川である。柿平沢は災害履歴はないが、土石流危険渓流
であり土砂災害警戒区域に指定されている。本川沿いに
は治山施設が４基配置されている。

2.2　気象状況
台風第13号に伴う豪雨により、柿平地区から北西方向

3km程に位置する薗
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原観測所（国土交通省所管）では、
連続雨量143.0mm（9月7日4:00 〜 9月8日23:00）、最
大時間雨量73.0mm（9月7日4:00 〜 5:00）を記録した

（図-3）。

2.3　被害の概要
9月7日早朝に発生した土砂・流木の流下により、柿平

地区では負傷者1名、人家半壊2棟、一部損壊2棟の被害
が生じた（写真-1）。
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図-1　柿平地区の位置図
（各種空間情報データは国土交通省国土政策局

国土数値情報ダウンロードサービスより入手、一部編集）
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図-3　2016年9月7日〜 9月8日におけるハイエトグラフ
（国土交通省所管薗原観測所）
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3. 調査結果
今回の調査では、地上調査及びUAVを用いた空撮調査

を実施した。以下にそれぞれの調査結果について述べる。

3.1　地上調査結果
地上調査により把握した柿平沢における土砂移動状況

の概況図を図-4に示す。
柿平沢の源頭部付近では崩落崖が確認された（写

真-2・3）。崩落崖の規模は幅約15m、深さ約2m程度で
あった。この箇所から土砂が生産されたと推測される。
表層土の下層は主に軽石で構成されている。

崩壊地直下流区間では渓岸が崩壊しており、表面流に
より侵食されたものと考えられる（写真-4・5）。

崩壊地から水平距離200m程の下流では崩壊残土と考
えられる土砂が堆積していた（写真-6）。

さらにそこから水平距離で300m程度下流には倒木等
が絡まりダム形状を呈しており、そこに土砂等が捕捉さ
れ堆積していた（写真-7）。その土砂だまりの堆積範囲
は約240m2、ダム形状の下流端の幅は約18m、深さは最
大約6mの規模であった（写真-8）。崩壊地からの土砂は
この箇所で相当程度捕捉されたものと考えられる。

土砂だまりより下流では治山施設4基が配置されてい
る区間である。写真-9にそれぞれの下流側からの断面を
示す（なお、数字は下流側からの配置順序）。

治山施設（写真-9の③）及び林道の状況を写真-10に
示す。また、林道直下流の崩壊状況を写真-11に示す。

根利川

柿平沢
② 崩壊地下流区間：
 　渓岸侵食、崩壊地土砂の堆積

④ 土砂だまり下流区間、
  （治山施設配置区間）：
　 渓床・渓岸侵食により土砂流下

人家被害（４棟）

⑤ 左支川：斜面崩壊、土砂堆積

③ 土砂だまり箇所：倒木等による土砂閉塞

① 土砂生産源：斜面崩壊

写真-2　源頭部付近での斜面崩壊

図-4　柿平沢における土砂移動状況概況図

写真-1　 発生直後の状況（撮影日9月7日）（国土交通省 関東地
方整備局 利根川水系砂防事務所HP、「台風13号に伴
う前線豪雨による対応について【第1報】」より引用）
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写真-6　崩壊地下流区間の土砂堆積状況

写真-8　下流側から見た土砂だまりの形状

写真-5　崩壊地下流区間の状況

写真-7　土砂だまり箇所の状況

写真-9　柿平沢に配置されている治山施設

❸ ❹

写真-3　下流側から見た崩壊地 写真-4　崩壊地直下の斜面状況
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４基ともに土砂の捕捉が確認されたが、施設間の渓
床・渓岸で侵食が卓越しており、露岩している区間が大
半であった（写真-12）。渓床が侵食された深さは約1 〜
2mであった。

今回、本川のみによらず、その左支川においても崩壊
が発生していることが確認された（写真-13）。一部本川
に流入しているが、流下してきた大半の土砂は伐採跡地
や林道に堆積していた（写真-14）。崩壊土砂の流下区
間の幅は約5m、深さは約1mであった。土砂の堆積範囲
は約2,100m2、堆積深は約0.2mであった。

柿平沢の流末は暗渠排水路で処理されている（写
真-15）。この水路の高さ及び幅はともに約200cm、暗
渠部の直径は約90cmであった。上流から流下してきた
水、土砂等はこの水路で閉塞を起こし、集落内に氾濫し
たと考えられる。集落内には上流から流下してきたと思
われる土砂や流木が堆積していた。

3.2　UAVを用いた調査結果
今回、STCで所有しているUAVを用いて現地の空撮調

査を実施した。用いたUAVはGPSまたは、GLONASSで位
置制御が可能なPhantom4（DJI社製）である。本UAVの
主な仕様を表-1に示す。

写真-15　最下流に施工されている暗渠排水路（上流側）写真-14　左支川の土砂堆積区間

写真-12　下流域の侵食状況

写真-11　林道直下流の崩壊状況

写真-10　治山施設下流及び林道の状況

写真-13　左支川における崩壊土砂流下区間
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UAVを用いて本川及び左支川周辺を調査したことに
よって、土砂流下状況を俯瞰的に把握することができた。
UAVで撮影した本川及び左支川の画像を写真-16 〜 19
に示す。

4. まとめ
調査により災害の全体を把握することができた。短期

的な豪雨により本川及び左支川の斜面では崩壊が発生し
た。本川最上流部の崩壊土砂は途中で堆積したが、左支
川の山腹斜面で発生した崩壊土砂および渓岸侵食による
土砂が土石流化し、一部下流へ流出したものと思われる。

本調査ではUAVを用いたことで、迅速かつ包括的に現
地の状況把握を行う上で有効であることが確認された。

なお、本地区においては、直轄砂防災害関連緊急事業
が採択され、砂防堰堤が配置されることとなった。

本地区の安全・安心が早期に回復されることを切に願
うと共に、調査に協力いただいた利根川水系砂防事務所
の皆様に心よりの感謝の意を表する次第です。

写真-17　左支川の土砂流下区間（UAV撮影）

写真-16　土砂だまり周辺の状況（UAV撮影）

表-1　UAVの主な概要

主な項目一覧

機体、送信機

機体名：Phantom4

重量：1,380g

飛行時間：約28分

最大飛行速度：20m/s

最大上昇／下降速度：上昇6m/s、下降4m/s

最大伝送距離：3,500m（屋外、障害物なし）

最大飛行高度：500m

カメラ

センサーサイズ：1/2.3

ピクセル：12Mpx

解像度：4,000×3,000dpi

写真-19　左支川の土砂堆積状況その2（UAV撮影）写真-18　左支川の土砂堆積状況（UAV撮影） 




