
4 sabo Vol.126 2019 Summer

1．はじめに
河川砂防技術基準は、国土の重要な構成要素である土

地・水を流域の視点を含めて適正に管理するため、河
川、砂防、地すべり、急傾斜地、雪崩及び海岸に関する
調査、計画、設計及び維持管理を実施するために必要な
技術的事項について定めるもので、これによって技術の
体系化を図り、その水準の維持と向上に資することを目
的としています。

河川等の調査、計画、設計及び維持管理を実施するに
当たり、法令に技術的基準等が定められている場合は、
それらに適合している必要があります。河川砂防技術基
準はそれらの法令に加えて河川等に関わる技術的事項に
ついて標準を定めるもので、「調査」「計画」「設計」及
び「維持管理」の4編からなります。各編においては、
本基準の適用上の位置付けを明確化するため、各節の各
項において＜必須＞＜標準＞となる事項を明記し、局長
通達として関係機関に通知するとともに、各項に関連し
た＜考え方＞＜推奨＞＜例示＞の他、参考となる関連す
る通知、手引き、マニュアル等の＜関連通知等＞＜参考
となる資料＞について本基準の理解を深めるための技術
資料としてとりまとめています（表-1）。

本基準等の内容は、技術水準の向上などに応じて随時
改定を行うものとしており、今日においては、必要な変
更を迅速に行えるよう部分改定方式を採用し、本として
の出版物の形態ではなく、国土交通省のウェブサイトに
電子版で公開しています。

今般、国土交通省水管理・国土保全局は、河川砂防技
術基準の計画編及び設計編を一部改定し、それぞれ平成
31年3月29日及び令和元年7月5日に水管理・国土保
全局長名で各地方整備局と都道府県等に通知しました。

砂防（土砂災害等対策）分野においては、計画編の
うち基本計画編第3章について改定しています。砂防関
係にかかる計画編の改定は平成16年以来となります
が、今回改定した部分以外の他節については、現時点
において、平成16年3月30日に河川局長名で各地方
整備局と都道府県等に通知した河川砂防技術基準 計画

編を適用させるものとし、今後随時改定を行うこととし
ています。

2．砂防分野における主な改定点
今回の砂防（土砂災害等対策）分野にかかる改定にお

いて、特にトピックス的な内容として、以下の2点につ
いて記します。

2．1　砂防分野における対象現象の再整理
従来の河川砂防技術基準においては、水系を対象とし

て土砂生産域から河川、海岸までの有害な土砂移動を制
御し土砂災害を防止・軽減する計画を「水系砂防計画」
として一元的に整理し、土砂移動で対象とする時間ス
ケールの区分（短期、中期、長期）に応じて土砂移動現
象を設定するよう努めるとして、土砂移動現象及び時間
スケールについて概念的に示していました。
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表-1　適用上の位置付け（5分類）

分  類 適用上の位置付け 末尾の字句例

考え方 ●  目的や概念、考え方を記述
した事項。

「・・・ある。」「・・・いる。」
「・・・なる。」「・・・れる。」

必  須

●  法令による規定や技術的観
点から実施すべきであるこ
とが明確であり遵守すべき
事項。

「・・・なければならない。」
「・・・ものとする。」

標  準

●  状況や条件によって一律に
規制することはできないが、
特段の事情がない限り記述
に従い実施すべき事項。

「・・・を標準とする。」
「・・・を基本とする。」
「・・・による。」

推  奨

●  状況や条件によって実施す
ることが良い事項。

「・・・望ましい。」「・・・
推奨する。」「・・・務める。」

「・・・必要に応じて・・・
する。」

例  示

●  適用条件や実施効果につい
て確定している段階ではな
いが、状況や条件によって
は導入することが可能な新
技術等の例示。

●  状況や条件によって限定的
に実施できる技術等の例示。

●  具体的に例示することによ
り、技術的な理解を助ける
事項。

「・・・などの手法（事例）
がある。」「・・・などの場
合がある。」「・・・などが
考えられる。」「・・・の場
合には・・・ことができ
る。」「・・・例示する。」「例
えば・・・。」「・・・事例
もある。・・・もよい。」
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＜短期＞
豪雨によって斜面崩壊・土石流が同時多発すること

などによって大規模な土砂生産が生じることがありま
すが、このような大規模な土砂生産時には、大量の土
砂が流出して、一連の降雨によって下流域に甚大な被
害を及ぼすことがあります。このような一連の降雨で
生じる現象を「短期」の土砂流出現象として位置付け
ています。土砂移動現象毎の対策としては、山地域か
らの流出土砂に伴う河床上昇等により引き起こされる
扇状地、谷底平野、沖積平野で生じる土砂・洪水氾濫
に対する対策（A-1）、土石流危険渓流等において生じ
る土石流・流木の直撃等の直接的な災害に対する対策

（A-2）、山地域から流出した流木により河積が阻害さ
れることなどにより引き起こされる扇状地、谷底平野、
沖積平野における土砂・洪水氾濫に対する対策（A-3）
に分類しています。

＜中期＞
一方、大規模な土砂生産が生じると、一般に全ての

生産土砂が当該一連の降雨時に一気に流出することは
なく、生産土砂の多くが山地流域内に残存します。こ
のため、当該一連の降雨以降において土砂流出が活発
になり、下流河道において河床上昇が生じるなど災害
のリスクが高まることが想定されます。このような大
規模な土砂生産後の土砂流出が活発な期間（概ね数年
間）を「中期」として位置付けています。中期の土砂
流出に対しては、短期の土砂流出現象に対して十分な
対策が実施された場合であったとしても、土砂を捕捉
した砂防堰堤等は、短期の土砂流出現象（大規模土砂
生産）直後に生じる土砂流出現象に対して堰堤の捕捉
容量が既に埋まっているなど、十分な機能を発揮でき
ない可能性が考えられます。また、大規模土砂生産直
後から次期出水までの間に新たな施設を整備する十分
な猶予がない場合も考えられます。そこで、中期土砂流
出対策として、満砂した堰堤を除石して容量を確保する
などの緊急的な対策のほか、緊急的な対策をより効果的
に実施するための準備（除石可能な堰堤、土砂流出に
応じて型式・形状を変化させることが可能な堰堤の設
置等）を予め行うなどの事前対策が考えられ、これらを
組み合わせた計画を検討することが考えられます。

＜長期＞
大規模な土砂生産に伴って流域内に残存していた土

砂は、その後の降雨によって流出するなど、時間の経
過に伴い活発化した土砂流出は徐々に大規模土砂生産
以前の状態に戻ると考えられます。一方で、生産土砂
量が非常に多い場合など、活発な土砂流出は数年間で
収まることなく恒常的に崩壊地等から表面侵食等に
よって土砂が供給され続ける場合もあります。このよ
うに恒常的に継続する活発な土砂流出を「長期」の土
砂流出現象として位置付けています。土砂流出が長期

今回の改定においては、さらに、砂防基本計画で対象
とする現象を再整理し、各流域の特性や保全対象の位置
に応じた対象現象がより明確になるようにしました（図-
1）。具体的には、近年の災害発生状況を踏まえながら、
現象が生じる時間スケールで分類（図-2）した上で、保
全対象の位置などの対策の目的に応じて区分するよう、
下記の分類に再編しています。これにより、平成29年
九州北部豪雨や平成30年西日本豪雨で再認識された土
砂・洪水氾濫についても、短期土砂・流木流出対策計画
の中で明示されています。また、土砂・洪水氾濫にとも
なって生じる流木による現象も明確に位置づけました。
 A．  短期（一連の降雨継続期）土砂・流木流出によ

る土砂災害を防止・軽減するための計画（短期
土砂・流木流出対策計画）

 B．  中期（土砂流出活発期）土砂流出による土砂災
害を防止・軽減するための計画（中期土砂流出
対策計画）

 C．  長期（土砂流出継続期）土砂流出による土砂災
害を防止・軽減するための計画（長期土砂流出
対策計画）

A-1 土砂・洪水氾濫対策計画
A-2 土石流・流木対策計画
A-3 土砂・洪水氾濫時に流出する流木の対策計画
ここで、「短期」「中期」「長期」の時間スケールに関

して以下に解説します。

時間

土
砂
流
出 数ヶ月～数年

大規模土砂
生産イベント

土砂流出が
特に活発な期間

大規模土砂
生産イベント

短期土砂流出対策

流域の荒廃により
長期間土砂流出が
活発な期間が継続

短期（一連の降雨継続期）
土砂・流木流出対策 中期（土砂流出が特に活発な時期）

土砂流出対策
長期（活発な土砂流出が継続する時期）
土砂流出対策

図-2　短期、中期、長期で対象とする土砂流出のイメージ

保全対象の位置

対
象
と
す
る
期
間

土石流危険渓流等
にある保全対象

扇状地・谷底平野
にある保全対象

沖積平野にある
保全対象

貯水池

短期
（一連の降雨）

中期
（数年まで）

長期
（10年以上）

A. 短期（一連の降雨継続期）土砂流出による土砂災害対策計画

E. 深層崩壊・天然ダム等異常土砂災害対策計画

A-2. 
土石流・流木
対策計画

A-1. 土砂・洪水氾濫対策計画

A-3. 土砂・洪水氾濫時に流出する流木の対策計画

B. 中期（土砂流出活発期）土砂流出対策

C. 長期（土砂流出継続期）土砂流出対策

図-1　 砂防基本計画と現象が生じる時間スケール、保全対象な
どの対策の目的の関係（火山砂防地域における土砂災害
対策計画は除く）
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間継続することから、長期土砂流出対策は土砂生産の
抑制を行うことが有効と考えられます。

上記区分の他、従来から位置付けられている火山砂
防、深層崩壊・天然ダム等異常土砂災害対策（それぞ
れ平成16年の改定時より明確化、今回一部改定）を

加え、これまで砂防事業として扱ってきた各種対策を
体系的に再編しています（表-2）。今後、各流域にお
ける砂防計画について、これらの時間スケールや土砂
移動現象に応じた計画として、適宜見直していくこと
となります。

 基本計画編　第3章　砂防（土砂災害等対策）計画　目次 ※赤文字は新設
旧（平成16年3月改定） 新（平成31年3月改定）

第1節 総説 第1節 総説
第2節 砂防基本計画 第2節  砂防基本計画に関する基

本的な事項
2.1 総説 2.1 総説
2.2  水系砂防に関する基本的

な事項
2.2  短 期（ 一 連 の 降 雨 継 続

期）土砂・流木流出対策
計 画 に関 する 基本的な
事項

2.2.1 総説 2.2.1 総説
2.2.2 計画規模 2.2.2  土砂・洪水氾濫対策

計画に関する基本的
な事項

2.2.3 計画基準点等 2.2.3  土石流・流木対策計
画に関する基本的な
事項

2.2.4 計画土砂量等
2.2.5 土砂処理計画
2.2.6 土砂生産抑制計画
2.2.7 土砂流送制御計画

2.2.4  土砂・洪水氾濫時に
流出する流木の対策
計画に関する基本的
な事項

2.3  土石流対策に関する基本
的な事項

2.3  中期（土砂流出活発期）
土砂流出対策計画に関す
る基本的な事項

2.3.1 総説 2.3.1 総説
2.3.2 計画規模 2.3.2 計画規模
2.3.3 計画基準点等 2.3.3  保全対象・計画基準

点等
2.3.4 対策の基本 2.3.4 計画で扱う土砂量

2.3.5  中期土砂流出対策に
おける土砂処理計画

2.4  流木対策に関する基本的
な事項

2.4  長期（土砂流出継続期）
土砂流出対策計画に関す
る基本的な事項

2.4.1 総説 2.4.1 総説
2.4.2 計画規模 2.4.2 計画規模
2.4.3 計画基準点等 2.4.3  保全対象・計画基準

点等
2.4.4 対策の基本 2.4.4 計画で扱う土砂量

2.4.5  長期土砂流出対策に
おける土砂処理計画

2.5  火山砂防に関する基本的
な事項

2.5  火山砂防地域における土
砂災害対策計画（火山砂
防計画）に関する基本的
な事項

2.5.1 総説 2.5.1 総説
2.5.2 対象とする現象等 2.5.2 計画規模
2.5.3 対策の基本 2.5.3  保全対象・計画基準

点等
2.5.4 計画で扱う土砂量
2.5.5 土砂処理計画

2.6  天然ダム等異常土砂災害
対 策 に関 する基本 的 な
事項

2.6  深層崩壊・天然ダム等異
常土砂災害対策計画に関
する基本的な事項

2.6.1 総説 2.6.1 総説
2.6.2 対象とする現象等 2.6.2 計画規模

旧（平成16年3月改定） 新（平成31年3月改定）
2.6.3 対策の基本 2.6.3  保全対象・計画基準

点等
2.6.4 計画で扱う土砂量
2.6.5  深層崩壊・天然ダム

等異常土砂災害対策
に お け る 土 砂 処 理
計画

第3節 地すべり防止計画 第3節  地すべり防止計画に関す
る基本的な事項

3.1 総説 3.1 総説
3.2  地すべり防止に関する基

本的事項
3.2 計画規模

3.2.1 対象とする現象等
3.2.2 対策の基本

3.3 保全対象
3.4 計画安全率
3.5 地すべり防止計画

3.5.1 総説
3.5.2  地すべり防止工事基

本計画
第4節 急傾斜地崩壊対策計画 第4節  急傾斜地崩壊対策計画に

関する基本的な事項
4.1 総説 4.1 総説
4.2  急傾斜地崩壊対策に関す

る基本的な事項
4.2 保全対象

4.2.1 対象とする現象等
4.2.2 対策の基本

4.3 計画で扱う諸量
4.4 急傾斜地崩壊対策計画

第5節 雪崩対策計画 第5節  雪崩対策計画に関する基
本的な事項

5.1 総説 5.1 総説
5.2  雪崩対策に関する基本的

な事項
5.2 保全対象

5.2.1 対象とする現象等
5.2.2 対策の基本

5.3 計画で扱う諸量
5.4 雪崩対策計画

第6節 総合土砂災害対策計画 第6節 自然環境への配慮等
6.1 総説 6.1 総説
6.2  総合土砂災害対策に関す

る基本的な事項
6.2  都市山麓グリーンベルト

整備計画
 6.2.1 総説
6.2.2 対策の基本

6.3  都市山麓グリーンベルト
整備計画

6.3.1 総説
6.3.2 対策の基本

第7節 自然環境等への配慮

表-2　砂防（土砂災害等対策）計画の新旧目次構成
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寄　稿

2．2　 数値解析手法に基づく土砂・洪水氾濫対策計画
の策定の標準化

これまでの研究・技術開発により、近年、土砂・洪水
氾濫被害の推定手法及び対策施設の効果評価手法として
数値解析手法が実用的に利用可能な段階になっているこ
とから、河床変動計算等の数値解析手法に基づいて土砂
処理計画を策定することを＜標準＞としました。また、
土砂処理計画の策定にあたっては、対象地域における既
往災害に対する再現計算を実施し、当該地域の災害を再
現できることを確認した計算条件、解析手法（流出解析
手法、河床変動計算手法など）を用いて検討することを
＜推奨＞し、さらに、「河床変動計算を用いた土砂・洪
水氾濫対策に関する砂防施設配置検討の手引き（案）、
国土技術政策総合研究所資料、第1048号、2018」を
＜参考となる資料＞として提示しています。

従来の水系砂防計画においては、計画基準点等におけ
る計画流出土砂量から計画許容流出土砂量を差し引いた
土砂量を土砂処理の対象とすべき土砂量とし、各施設の
効果量の総量が土砂処理の対象とすべき土砂量になるよ
うに土砂処理計画が整理されていました。砂防堰堤の効
果量は、出水時に流出土砂が河床勾配に応じた勾配まで
堆積すると仮定し一定の値として算出されることが一般
的でした。

今回の改定により河床変動計算等を用いることが標準
となり、砂防施設の土砂流送制御効果について堆砂域に
流入する土砂の濃度やハイドログラフの影響を評価する
とともに、施設の位置・規模・型式の違いに応じた施設
効果を評価することにより、施設効果の大きい箇所から
優先的に施設配置を検討するなど、効果的な施設配置を
目指していくことになります。

3．砂防分野における改定のポイント
河川砂防技術基準については昭和33年の策定以降、

各編において過去何度かの改定を行ってきています。直
近の計画編の改定（平成16年）においては、従来一編
構成であったものを「基本計画編」及び「施設配置計画
編」の二編構成に再編したほか、砂防計画の構成を変更
し、それまでの水系砂防計画に関する記述に加え、土石
流対策、流木対策、火山砂防、天然ダム等異常土砂災害
対策等に対応した計画の内容についても砂防基本計画の
中に明確化してきています。

今回の砂防（土砂災害等対策）分野における改定にお
いては、計画編の内「基本計画編」を対象としており、
本基準の適用上の位置付けの明確化（5分類化）、近年の
行政的課題や技術的課題を踏まえた記載事項の見直し、
前回改定（平成16年）以降に蓄積されてきた技術的知
見の反映を行っています。以下に改定のポイントを列記
します。

① 目次構成の見直し
・ 実務者が，流域において突発的に発生する大きな土

砂移動現象による被害と，そのイベントに引き続い
て発生する中小もしくは恒常的な土砂移動現象に
よって発生する被害についてしっかり区分して対策
を実施できるよう，土砂移動現象と時系列的位置付
けを再整理

② 砂防基本計画に関する基本的な事項の見直し

▲

  「2.2 短期土砂・流木流出対策計画　2.2.2 土砂・洪
水氾濫対策計画」

・ 同じ降雨確率でも保全対象のある地点によって被害
の生じる降雨条件は異なることから、実務者により
分かりやすくするため、計画規模の決定にあたって
対象降雨は保全対象ごとに降雨条件（量、時間分布、
空間分布）を設定することを＜標準＞に記載。

・ 近年、計画生産土砂量を数値計算などにより設定す
る手法の研究・技術開発が進められていることから、
計画生産土砂量は、過去の実績に基づき経験的に設
定する手法と、数値計算など解析的に設定する手法、
若しくはそれら両者を組み合わせた手法を適切に選
択し設定することを＜標準＞に記載。

・ これまでの研究・技術開発により、数値計算による
土砂・洪水氾濫被害の推定手法及び対策施設の効果
評価手法が実用的に利用可能な段階になってきている
ことから、　土砂生産抑制計画、土砂流送制御計画は
河床変動計算等により砂防設備による保全対象への
影響・効果を評価して定めることを＜標準＞に記載。

▲

  「2.2 短期土砂・流木流出対策計画　2.2.3 土石流・
流木対策計画」

・ 最新の砂防基本計画策定指針（土石流・流木対策編）
を反映し、土石流対策と流木対策の一部を統合し、
記載内容を充実。

・ 近年、流路が不明瞭で常時流水がない小規模渓流に
おける対策が増えており、小規模渓流での特性に応
じた計画の考え方が必要となることから、小規模渓
流対策における流域特性の考慮の重要性を＜標準＞
に記載。

▲

  「2.2 短期土砂・流木流出対策計画　2.2.4 土砂・洪
水氾濫時に流出する流木の対策計画」

・ 土砂・洪水氾濫時に流出する流木について、土石流
とともに流出する流木と明瞭に区分し、「2.2.4 土
砂・洪水氾濫時に流出する流木の対策計画」を新設

・ 計画規模は、土砂・洪水氾濫対策計画と整合するよ
うに定めることを＜標準＞に記載。

・ 計画で扱う流木量は、対象区域の現況調査資料、既
往の災害資料、類似地域の資料等を用いて定めるこ
とを＜標準＞に記載。

▲

 「2.3 中期土砂流出対策計画」
・ 中期の土砂流出の実態及び定量的な知見が得られる
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など、研究・技術開発が進められたことなどから、
「2.3 中期土砂流出対策計画」を新設。

▲

 「2.4 長期土砂流出対策計画」
・ 長期間恒常的に生じる活発な土砂流出による河床上

昇や保全対象に被害を及ぼす現象を対象とすること
を＜考え方＞に記載。

・ 長期土砂流出対策計画については、別途定められる
中期土砂流出対策計画、さらには総合土砂管理計画
と整合するように定めることを＜考え方＞に記載。

・ 計画で扱う土砂量は大規模土砂生産後の数ヶ月から
数年経過した後の恒常的に流出する平均的な年流出
土砂量とすることを＜標準＞に記載。

▲

  「2.5 火山砂防地域における土砂災害対策計画（火山
砂防計画）」

・ 火山砂防計画の構成や噴火対応火山砂防計画につい
ての具体的な記載が従来なかったことから、実務者
に分かりやすくなるよう、火山砂防計画の構成を記
載するとともに、噴火対応火山砂防計画の具体的な
設定方法について考え方を記載。

・ 火山砂防計画は、噴火対応火山砂防計画と通常対応
火山砂防計画からなることを＜考え方＞に記載。

・ 噴火対応火山砂防計画で対象とする土砂移動現象は
火山活動に起因して発生する降灰後の土石流及び火
山泥流、必要に応じ溶岩流、火砕流等とすることを
＜考え方＞に記載。

・ 計画規模は、過去の噴火活動や土砂移動現象の履歴、
現在の火山活動状況、火山砂防地域の自然・社会的
特性、事業効果等から判断して定めることを＜標準
＞に記載。

・ 保全対象は蓋然性が高い火山活動に伴う土砂災害に
よる被害想定範囲内にある保全人口・人家等とする
ことを＜標準＞に記載。

・ 土砂処理計画の効果評価は数値計算を用いることを
＜標準＞に記載。

▲

 「2.6 深層崩壊・天然ダム等異常土砂災害対策計画」
・ 深層崩壊・天然ダム等異常土砂災害対策における事

前のハード対策の計画規模の設定方法について具体
的な記載が従来なかったことから、深層崩壊対策の
研究による技術的知見の蓄積を踏まえて考え方を
記載。

・ 計画規模は、過去の深層崩壊の規模、深層崩壊に起
因して生じる土砂移動現象等を総合的に考慮するこ
と、また、天然ダム形成時に緊急的に実施するハー
ド対策については、対策の対象とする天然ダムを越
流する流量規模を設定することを＜標準＞に記載。

・ 土砂処理計画の効果評価については、土石流計算、
河床変動計算等による数値計算を用いることを＜標

準＞に記載。
③  地すべり防止計画、急傾斜地崩壊対策計画、雪崩対策

計画に関する基本的な事項の見直し
・ 最新の基準類の内容を反映し、記載内容を充実。

▲

  「第3節 地すべり防止計画　3.4 計画安全率」
・ 地すべり防止工事の量を決定するため用いられる計

画安全率の設定について記載が従来なかったことか
ら、実務者により分かりやすくするため、計画安全
率の具体的な設定方法について＜標準＞＜考え方＞
に記載。

4．おわりに
平成29年九州北部豪雨災害や平成30年7月豪雨災害

においては、土砂・洪水氾濫による多数の人的被害・家
屋被害のほか、広範囲に堆積した大量の土砂は災害直後
の救助活動や復旧作業を困難にさせたほか、インフラ・
ライフラインの被害により地域住民や経済活動への影響
が長期間に及ぶなど、土砂・洪水氾濫対策の重要性を再
認識させられました。そのような中、今回の河川砂防技
術基準の改定が行われ、河床変動計算等を取り入れたよ
り効果的な施設配置を目指した検討が進められていくこ
ととなりました。

現在、直轄砂防事業による土砂・洪水氾濫対策が行わ
れている全国の各流域において、今回の河川砂防技術基
準の改定を踏まえ、河床変動計算等を取り入れた施設配
置計画が鋭意検討されています。これまでの事業評価等
においては、主に水系砂防計画として短期の時間スケー
ルを意識した土砂・洪水氾濫対策や土石流対策によっ
て、各流域の対策事業を説明していることが一般的でし
た。一方、各流域において期待される土砂災害対策は必
ずしも、短期の土砂・洪水氾濫対策や土石流対策に限ら
れるものではありません。将来起こりえる短期イベント
後の中期土砂流出に対する備え、深層崩壊等の異常土砂
災害に対する備え等、時間スケールや土砂移動現象に応
じた、砂防で扱う幅広い事象に照らし、各流域における
計画を適宜見つめ直していく機会でもあります。

一方、今回の改定で明確化させた中期、長期の土砂流
出対策にかかる計画論など、現場における実務にあたり
必ずしも十分な知見が揃っているものでもなく、引き続
き現場毎の工夫を重ねて知見を蓄積し、基準を発展させ
て行くことが重要と考えています。

今回の改定については、現場で実務にあたられるコン
サルタント会社の皆様や現場事務所の職員、各研究機関
等、多くの方々の努力の積み重ねによる技術の研鑽を糧
に、有識者の意見も踏まえつつ基準類の高度化が図られ
ているものです。最後に、関係する皆様方に深く感謝申
し上げます。


