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被害の絶えないことを踏まえ、「変
動帯における大規模な土砂災害と減
災対策」をテーマに、1858年の飛
越地震で発生した鳶崩れとそれに伴
う大規模な土砂流出に苦しめられ、
110年にわたって、土砂流出を安定
させるための砂防工事が行われてき
た富山県富山市での開催となりま
した。

2．開会式および基調講演
開会式に先立ち、富山国際会議場

3Fのメインホールで、富山県立南
砺高等学校郷土芸能部の皆さんによ
り、越中五箇山民謡が披露されまし
た。2018年のピョンチャンオリン
ピックの開会式にも招待されたとい
う、見事なパフォーマンスが披露さ
れ、会場の雰囲気を盛り上げていま
した。

その後、開会式が始まりました。
最初に主催者を代表して、石川芳治
インタープリベント2018実行委員
会委員長が挨拶を行いました（写
真-1）。次に、共催者として、イン
タープリベント本部のクルト・ロー
ナー会長が挨拶を行い、続いて、国
土交通省の栗原淳一砂防部長、（公
社）砂防学会の海堀正博会長、そし
て、駐日オーストリア全権大使の
フーベルト・ハイッス氏が、挨拶を
行いました。最後に、開催県挨拶と
して、石井隆一富山県知事が、富山
平野を守り続けてきた立山砂防の価
値と、その富山でこのインタープリ
ベントが開催される意義を説明しま
した（写真-2）。

その後、各国の土砂災害や対策の
状況を紹介する基調講演が行われま

れたインタープリベントと比較して
も、第3位の規模でした。当セン
ターは、同シンポジウムを協賛する
とともに、実施支援を行いました。

インタープリベントは、洪水、土
石流、地すべり、雪崩などによる災
害の防止・軽減に関する学際的な研
究を促進し、併せて防災技術・知識
の普及を図ることを目的として、行
政組織の技術者と大学など研究者が
連携して組織された防災に関する総
合的な国際学会です。オーストリア
国ケルンテン州政府河川水利局（ク
ラーゲンフルト市）にあります。

オ ー ス ト リ ア 及 び 周 辺 国 で
1965・66年と相次
いで深刻な洪水・土
砂災害が発生したこ
と、スキー場や宿泊
施設、道路等の山間
部への拡大による急
激な災害の増加に対
する危機意識から、
1967年、クラーゲ
ンフルトに災害防止
に関する種々の領域
の研究者及び技術者
が 集 ま り 討 議 し、
翌1968年 に 学 会
が設立されました。
2018年は、学会設
立50周年にあたり
ます。

今回のシンポジウ
ムは、環太平洋地域
で、 火 山 噴 火、 地
震、そして気候変動
の影響による集中豪
雨や大型台風による

1．はじめに
国際シンポジウム「インタープ

リ ベ ン ト 2018」 が、2018年
10月1日〜 4日の4日間、富山国際
会議場（富山市）において開催され
ました。日本からの362人に加え、
台湾、韓国、インドネシア等の環太
平洋諸国、オーストリア、スイス等
のヨーロッパ諸国、そして、ブラジ
ル等のその他の国々から130名が参
加し、併せて27の国と地域（日本
を含む）から、492人の参加者が集
まり、過去、日本や台湾で開催した
インタープリベントの中で最大規模
であるとともに、ヨーロッパで開か

写真-1　開会式
（開会を宣言する石川実行委員長）

写真-2　 パワーポイントを使って立山砂防の説明をする石
井富山県知事
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した。最初に、栗原砂防部長によ
る、立山砂防事務所が培ってきた砂
防技術の歴史的価値、近年の激甚化
する災害に向けた砂防技術の進歩に
ついての基調講演がありました（写
真-3）。次いで、オーストリアの持
続可能・観光省III/5課渓流管理次長
のアンドレアス・ピヒラー氏が、
オーストリアにおける土砂災害対策
事業の変遷について講演しました。
フィリピンの公共事業道路省の治水
管理課長のドロエス・エム・ヒポリ
ト氏は、ピナツボ火山噴火後の応急
対応、復興について講演し、最後
に、台風の防災対応のために急遽来
日できなくなった台湾の李 鎮洋水土
保持局長の代理として王晉倫副局長
が、台湾における土石流災害に強い
コミュニティー作りの取り組みにつ
いて講演しました。

また、初日の夕方には、ウェルカ
ムレセプションが盛大に行われまし
た。石川芳治実行委員長、石井隆一
富山県知事、クルト・ローナー会長
他、関係者による鏡割りが行われ、
富山伝統芸能の「おわら」が披露さ
れるなど、盛況裏に初日は終了しま
した（写真-4、5）。

3．学術発表
10月2日全日と10月4日午前中

に、シンポジウムの6つのトピック
（（トピック1：土石流・斜面崩壊・
地すべり・落石のモニタリングとモ
デリング、トピック2：大規模土砂
災害：現象と対策、トピック3：
ハード対策：新たな技術と戦略、ト

ピック4：持続的な発展のための水
系一貫の土砂流出対策、トピック
5：ソフト対策：警戒避難とハザー
ドマッピング、トピック6：持続可
能な土地利用のための管理））につ
いて、6題の基調講演と30題の口

頭発表、そして、当センターから
7題のポスターを含む115題のポス
ター発表が行われました（写真-6）。
また、ポスター賞にエントリーした
発表者は、ポスターの内容を1分間
でスピーチする場も設けられました。

写真-3　基調講演（国土交通省栗原砂防部長）

写真-6　ポスター発表（写真左端は当センター道畑亮一課長代理）写真-5　ウェルカムレセプション（伝統芸能「おわら」）

写真-4　ウェルカムレセプション（写真左端は、当センター南哲行理事長）
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なお、本誌50ページにも紹介させ
ていただいている通り、シンポジウ
ムに参加したJICA課題別研修「土
砂災害リスクマネジメント研修」の
研修生による各国の土砂災害とその
対策の状況に関するポスターも展示
されました。

4．企業展示、行政展示等
富山国際会議場2Fのホワイエに

は、国土交通省の関係機関が実施し
ている土砂災害への対応や砂防事業
の概要が27枚のパネルで紹介され
るとともに、企業展示会場には、海
外の企業1社を含む13社が、各社
の有する最新の土砂災害対策関連技
術を紹介するブースを出展しました

（写真-7）。また、3Fのホワイエに
は、常願寺川の砂防に関するパネル
や主要な砂防施設のドローン映像、
模型が展示されました。

また、50周年を記念したインター
プリベント本部のポスターが13枚
展示されました（写真-8）。これは、
創立50周年目という節目の年に富
山で行われたシンポジウムのために、
本部が特別に送ってくれたもの
です。

5．エクスカーション
現地研修は、10月3日の朝から、

①地震と土砂災害及び歴史的砂防
コース、②急流河川対策コース、③
総合土砂管理コース、④火山災害と

写真-7　企業展示

火山地域の砂防コース、⑤富山の
文化・観光コースに分かれ、合計
155人（内、90人が外国人）が参
加して実施されました。当日は、大
変良い天気に恵まれ、すべてのコー
スが予定通り実施されました。

⑤コースを除く4つのコースは、
立山砂防事務所、黒部川河川事務
所、神通川水系砂防事務所、およ
び、立山・神通砂防スペシャルエン
ジニア等の方々のご案内のもと実施
されました。海外からの参加者が多
いため、通訳と英語の堪能な砂防学
会の大学の先生・コンサルタントの
技術者の方がそれぞれのコースに随
行し、海外からの参加者への説明や
質疑応答対応に活躍されました。当

センターからもエクス
カーションの円滑な実施
のため、職員が支援を行
いました（写真-9）。

6．�パネルディス
カッション

10月4日 の 午 後、「 大
規模土砂生産後の流域ス
ケールでの土砂災害対策」
と題してパネルディス
カッションが行われまし
た。コーディネーターと
して、北海道大学大学院
農学研究院の山田孝教授、
パネリストとして、イタリ
ア国家研究評議会水文地
質災害対策研究所パドバ
支所長のアレッサンド
ロ・パスート氏、スイス
の元環境庁次長のアンド
レアス・ゲッツ氏、台湾
国立成功大学防災セン
ター所長の謝正倫氏、そ
して、国土交通省立山砂
防事務所長の大坂剛氏が
登壇しました（写真-10）。

全体の議論を通じて、
気候変動時代における大
規模な土砂生産後の流域
スケ−ルでの効果的な土
砂災害対策のためには、写真-8　会場に展示された50周年のパネル
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流域全体を対象として、短期・中
期・長期の時間スケ−ルにおける、
モニタリング、resilienceの高い砂
防施設の整備、新しい技術の開発と
導入、早期警戒避難システムやハザ
−ドマップの整備、リスク評価、環
境への配慮、砂防施設の維持管理、
その効果評価などが不可欠であるこ
とが指摘されました。

パネリストからの話題提供の後、
立山の砂防事業における技術的な挑
戦について大坂剛氏から紹介され、
気候変動に伴い激甚化する時代にお
ける持続的な発展のために必要な対
策について、パネリストだけでなく、
会場からの意見も含め討議が重ねら
れました。

最後に、山田コーディネーターに

よって、「立山砂防は、類まれなる
過酷な自然条件下において、20世
紀初頭から水系一貫の砂防システム
として総合的に実施してきた人類共
通の顕著で普遍的な価値を有する技
術が集積した代表事例であり、か
つ、人と自然環境の持続的な共生の
方 法（coexistence between 
nature and society）を確立した
典型例であるとの共通認識が得られ
た」との総括がなされ、パネルディ
スカッションは終了しました。

7．閉会式
閉会式冒頭にポスター賞の表彰式

が行われました。ポスター賞は、最
優秀賞と優秀賞があり、最優秀賞の
受賞者に対して、実行委員長の石川

芳治氏から表彰状が、（公社）砂防
学会国際部会長大野宏之氏（当セン
ター専務理事/当時）から、副賞とし
て地元富山の「能作」のビアカップ
が授与されました（写真-11）。な
お、当センターの伊倉万理技師が優
秀賞を受賞しました。

次いで、石川芳治実行委員長か
ら、今回のシンポジウム全体での議
論や、直前に行われたパネルディス
カッションでの討論などを踏まえ、
開催地富山を保全する立山砂防は顕
著な普遍的価値を有しており、今後
世界の人々の参考となるよう、人類
共通の遺産として共有していくべき
ものであること等を含む本シンポジ
ウムの要約と提言（『富山宣言』）が
発表されました。

こ の 後、2020年 に ノ
ルウェーのベルゲンで行わ
れる次回インタープリベン
トについての紹介があり、
最後に、共同主催者である
環太平洋インタープリベン
ト協議会会長の岡本正男
氏から閉会の挨拶が行わ
れ、4日間にわたるシンポ
ジウムは終了しました。な
お、ノルウェーで実施され
る イ ン タ ー プ リ ベ ン ト
2020は、2020年 5月
11日 〜 14日 に 開 催 さ
れ る 予 定 で す（http://
interpraevent2020.
org/）。

写真-10　パネルディスカッション 写真-11　ポスター賞の授賞式（プレゼンターは大野国際部会長）

写真-9　エクスカーション（写真前列左端　当センター長井義樹部長）
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