令和元年度
砂防・地すべり技術センター
講演会報告
（一財）砂防・地すべり技術センター

令和 元年 6月18日砂防会館シェーンバッハサボーにおいて、当センター主催による講演会
を開催しました。この講演会は、砂防を中心とした多岐にわたる防災関連の知見の周知を目
的として、平成14 年より定期的に行っているものです。改元後初めての講演会とあって400
名を超える事前申込を頂き、急遽会場を拡張するというありがたい誤算もありましたが、当
日は国土交通省砂防部より来賓のご挨拶を頂き、377名の参加者が熱心に聴講する中、盛会の
うちに無事終了できましたことを、一同心よりお礼申し上げます。以下にその概要を掲載い
たします。

基調
講演

土砂災害を巡る災害情報の論点
田中 淳

たなか あつし

東京大学総合防災情報研究センター長

1. 災害情報と避難

災害情報は、警報が出てからの切迫感をどのように伝
えるのか、またどのように行動に結び付けていくのか、
が大きな課題である。
1982年の長崎豪雨がきっかけとなった「記録的短時間
大雨情報」
、1999年6月広島県豪雨などを受けた「土砂

2. 三原市の調査事例

平成30年7月豪雨における広島県三原市での災害情報
と避難状況の調査事例について紹介する。
三原市では8名が亡くなり、建物被害は浸水害：2,575
棟、土砂災害：399棟（土砂崩れ等により損壊した棟数）
の被害が発生した。

災害防止法」及び「土砂災害警戒情報」など、様々な

市内の住民へ災害時の対応行動についてアンケート調

災害を契機に情報の整理や制度の充実が図られてきた。

査を行った結果、河川氾濫が発生した本郷地域で避難

平成30年7月豪雨では、①早い段階での気象情報の発

率が高い結果となった。三原市では、7月6日19時40分

表、②避難勧告・避難指示の発令、③メディアでの危険

に市全域で避難指示が出された。避難指示について、住

性の報道などが行われていた。これらの情報や各々の経

民の57.2％が認識していたが、情報の受け止め方に個人

験・知識を基に、実際に避難した人々は一定数存在して

差が見られ、避難指示は、多くの住民の情報収集の契

いた。しかし、平成26年広島土砂災害などの短時間に集

機とはなっていたものの、避難行動や避難行動の直接の

中して降るような恐怖を感じる降雨と比べると、長時間

契機とはなっていない。

にわたって続く降雨は、避難行動をとるには判断の難し
い情報を元に、判断が迫られる形であった。

災害時の広報戦略と住民の対応行動の時系列変化を
見ると、7月5日18時頃の全域への注意喚起に始まり、7
月6日19時40分の特別警報及び全域への避難指示が出る
まで複数回情報発信を行っており、徐々に対応行動の割
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合が上昇している結果となった。
災害情報は急激に伝わるものではないため、避難勧告
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では避難勧告など、災害情報間で統一が図られていない
という問題がある。

だけを伝えるのではなく、それ以前から段階を追って情

実際の災害時に、家族の安否確認や浸水防止行動な

報を出し、徐々に切迫感を高める必要がある。また、三

どの避難以外の行動をとっていたために、避難が遅れる

原市ではFMの告知端末が設置されていたため、情報の

人々がいた。住民の多くに見られる、危険だと感じてい

入手が可能であったが、降雨が強いような災害状況では、

る状況下での行動の一つとして、家族の安否確認があ

雷や雨音などの影響で情報の入手方法が限られる場合も

る。こういった行動を変えてもらうため、切迫感のある

発生している。防災行政無線だけでなく、情報を周知す

情報を出していく必要がある。

るメディアについての工夫や役割分担が必要である。
災害の結果と対応行動の関係を見ると、被害に関わら

4. 土砂災害軽減に向けて

ず一定層は避難をしているが、床上や軒下まで浸水して

日本では土砂災害による被害が多く見られ、また箇所

からの切迫避難も多く見られており、今後の課題と言

数も多い。しかし、土砂災害警戒情報に基づく避難勧告

える。

は半数程度であり、ガイドラインによる周知と精度向上
や多段階の情報の検討が必要である。
また土砂災害警戒情報の指標となる長期降雨指標は

3. 災害情報のレベル化

平成30年度から防災情報に関する警戒レベルの運用

切迫感が出にくく、短期降雨指標は避難行動を取るには

が開始された。住民が「自らの命は自らが守る」ために、

時間の余裕がない可能性があるなどの問題がある。他に

避難行動が容易にとれるよう、防災情報を5段階の警戒

も都市部では土砂災害の意識が高くないなどの問題もあ

レベルで提供するなどの取り組みである。

る。これらの諸問題を解決するためには、情報発信の工

災害情報のレベル化自体はこれまでも行われているが、
同じレベル3であっても河川の場合では避難準備、土砂
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夫や、土砂災害の発生情報をつかむこと、それによる今
後の情報精度の向上などが必要である。

最近の土砂災害をふまえた施設整備の課題と取り組み
蒲原潤一

かんばら じゅんいち

国土交通省 水管理・国土保全局砂防部 保全課 土砂災害対策室長

平成30年度は土砂災害が多い年であった。特に平成

2）死者の9割は土砂災害警戒区域内で発生

30年7月豪雨は、広島県をはじめ各地に大きな被害をも

3）避難途中で被災したと思われる事例が多数と推定

たらした。これに際し、国土交通省で応急対策や恒久対

4）地域における共助により避難が行われ難を逃れた

策計画に対応した立場から、平成30年度に発生した土
砂災害の特徴を踏まえた、今後重点的に取り組むべき対
策や最近の施策、また、対策事例等を紹介する。

事例有り
5）土砂・洪水氾濫により広範囲に土砂が堆積し復旧
活動や社会経済に長期間影響
6）土 石流により死者の発生した渓流の7割は流域面

1. 平成 30 年 7 月豪雨の特徴

平成30年7月豪雨では、複数の斜面・渓流から同時多
発的に土砂が流出し被害を及ぼした。また、広島県呉市

積5ha以下
7）戦後まもなく建設されたものをはじめとする古い石
積砂防施設が被災

天応を流れる大屋大川など、複数の河川において、河床
上昇・河道の閉塞による土砂・洪水氾濫が発生し、市街

2. 今後の重点的な取り組み

地に土砂が広く堆積したことで、ライフラインに甚大な

重要インフラ等の機能維特の観点から、特に緊急に実

被害が発生したほか、救助活動や復旧作業の妨げとなる

施すべきソフト・ハード対策について3か年で集中的に

とともに、地域の社会経済に影響を及ぼした。

実施する「防災・減災・国土強靭化のための3か年緊急

国土交通省では、
「実効性のある避難を確保するため

対策」が閣議決定された。
「重要インフラの緊急点検の

の土砂災害対策検討委員会」を設置し、平成30年7月豪

結果及び対応方策（H30.11.27）
」のほか、既往点検の結

雨の特徴について、以下の通りとりまとめた。

果を踏まえ、砂防分野においては以下について、特に緊

1）土砂災害警戒情報及び避難勧告の発令等が概ねさ
れていたが必ずしも認知されず

急に実施すべきソフト・ハード対策として3年間で集中
的に実施することとなっている。
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1）中小河川における土砂・洪水氾濫等の危険性に関

等の課題があったことから、
「河川砂防技術基準」の改
訂や事務連絡の発出により、施設の適用条件や計画・設

する緊急対策
2）インフラ・ライフラインの土砂災害に関する緊急

計の考え方についてとりまとめ、現場状況に応じた最適
な施設整備を図ってまいりたい。

対策
3）土砂災害警戒区域等における円滑な避難の確保に

実際の取り組み事例として、福島県では大規模な袖折
れ堰堤が必要であった渓流に対し、小規模な堰堤と堆

関する緊急対策
4）火山噴火緊急減災対策砂防計画の策定及び同計画
に基づく緊急対策等
5）土 砂災害対策のためのソフト対策に関する緊急

積工の併用により規模の縮減に成功している。また、LP
図を用いた砂防堰堤の調節効果について実態調査も行っ
ている。このように合理的な設計・施工に向けて、今後
さらなる調査を行っていく必要がある。一方、土砂・洪

対策
6）中小河川緊急治水対策プロジェクト（土砂・流木

水氾濫対策の対策計画について、事業主体や事業規模
に応じた合理的な事業の進め方に対しての検討を進めて

対策）
また、事業間連携が必要な砂防事業や、土砂・洪水
氾濫対策のような優先度の高い大規模な事業に対する補
助事業制度「個別補助事業」を新たに創設した。

いく必要もある。
土砂移動により被災した施設事例に関しては、原因の
調査解明を進め、石積堰堤の補強対策、砂防堰堤の新
設時における非越流部の安定及び水通しの設計、砂防

3. 最
 近の土砂 災害における施設 整 備の課 題と必要と

堰堤設計にあたっての留意事項の整理等について必要な
対策を実施していく。

される対応

平成30年7月豪雨で死者が発生した渓流は、約7割が
流域面積0.05km 以下の小規模渓流であったほか、既往
2

砂防事業の執行については、地域との連携はもとより、
砂防のものづくりを支える建設業及びコンサルタント業

の砂防設備が土砂を捕捉するなどの効果を発揮している

界等の皆様と一体となって生産性・安全性の向上及び

一方で土砂移動により被災する事例が発生した。

適切な施設整備を進めていくほか、建設した施設につい

小規模渓流に対する施設配置計画に関しては、渓流
規模に対して施設規模が大きくなり、切土が多大となる

講演

2

平成 30 年 7 月豪雨

ての長寿命化の取り組み等が一層重要となっている。関
係者のご理解とご協力を引き続きお願い致したい。

復旧・復興の現場から
熊沢至朗

くまざわ よしろう

国土交通省 中国地方整備局 広島西部山系砂防事務所長

1. はじめに

広島県では過去に多数の土砂災害が繰り返し発生し

高い場所に人が住むようになった事などから、災害リス
クは高まっていると考えられる。

ており、昭和20年9月の枕崎台風、昭和42年7月の梅雨
前線豪雨、平成11年6月の梅雨前線豪雨、平成26年8月
豪雨、そして今回の平成30年7月豪雨において、甚大な
被害をもたらしている。

3. 平成 30 年 7 月豪雨の概要

平成30年7月豪雨では、梅雨前線及び台風第7号の影
響により、温かく非常に湿った空気が供給され続けるこ
とで、西日本を中心に全国的に広い範囲で記録的な豪雨

2. 広島西部山系周辺地域の特徴

中国地方における土砂災害発生箇所と地質分布図を

をもたらした。この豪雨では、降雨の継続期間が3日と
長く、雨量ピークも3回に及んだ。そのため、広島県では、

重ねてみると、土砂災害の多くが花崗岩地域で発生して

総雨量が7月の平均降雨量を大きく上回り、さらに広範

おり、花崗岩が風化したマサ土によって脆く崩れやすい

囲に渡って記録的な雨が降ったため、ため広範囲で被害

土壌が広く形成されている事が分かる。土地の起伏は中

が発生した。広島県内では土砂災害1,242件・死者87名

部地方の急峻な山地と比べると小さく、V字谷はあまり

にのぼった。

発達していない。古今の土地利用を比較してみると、都
市化の影響で地域全体の開発が進んでおり、山麓にまで
人口集中地区が広がっている事が判る。建物が密集した
場所では避難路確保が困難な事、土砂災害の危険性の
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4. 平成 30 年 7 月豪雨への対応
（1）TEC-FORCE の派遣

国土交通省では、平成30年7月豪雨への緊急対応とし

講
て、TEC-FORCE等を派遣した。TEC-FORCEは、自治

演
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完了した。

体の情報や衛星画像を基に現地調査を実施し、避難場
所や二次災害といった課題に対して各自治体にアドバイ

5. 今後の事業

スを行った。また道路や市街地に堆積した土砂がライフ

広島西部山系砂防事務所は、本年度4月より砂防単独

ライン復旧の妨げとなったため、土砂撤去を支援する高

事務所として開所した。平成30年7月豪雨対応は現在第

度技術指導班が7月23日から8月27日にかけて現地の指

2段階にあり、国・県・市町の砂防・治山それぞれに於

導及び土砂撤去計画の作成を実施し、土砂撤去や道路

いて全545箇所（令和元年5月時点）の緊急工事が行わ

啓開が行われた。

れている。土砂・洪水氾濫対策に対しては、トレンチ調
査や災害痕跡調査等で状況把握を進めており、今後国

（2）直轄砂防災害関連緊急事業

甚大な被害のあった広島県内の9地区20箇所に於い
て、監視カメラの設置・ワイヤーネットの設置など、応

や大学との包括協定等を活用して実態解明と対策の検討
を進める。平成26年8月豪雨対応の特定緊急砂防事業は
平成31年3月31日までに32基の砂防堰堤が整備済みで、

急的な砂防工事を実施した。これらの工事は川幅や運搬

今年度中にすべての施設が完成する予定である。以上に

経路を考慮し、それぞれの現場環境に合わせた形で行

併せて通常の砂防事業、避難訓練や防災教育などのソ

われた。また設置・撤去の容易さから、備蓄品のワイ

フト対策も引き続き実施し、職員39名体制でこれらの事

ヤーネットや土のうなども活用された。これらの緊急事

業を推進してゆく。

業により、平成30年12月26日までに全ての応急対策が
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土砂・洪水氾濫対策の考え方
五十嵐勇気

いがらし ゆうき

一般財団法人 砂防・地すべり技術センター 企画部 課長代理

1. はじめに

平成30年7月に発生した西日本豪雨では、広島県呉市

2. 土砂・洪水氾濫の特徴

近年発生した土砂・洪水氾濫事例は、平成7年7月姫

などで同時多発的に斜面崩壊や土石流が発生し、大量

川災害、平成23年9月紀伊半島大水害、平成29年7月九

の土砂が生産された。これらの土砂は下流河道で河床上

州北部豪雨災害、平成30年7月西日本豪雨災害などが

昇・河道埋塞を引き起こし、市街地に広く堆積したこと

ある。

で、ライフライン等への直接的な被害に加え、円滑な避
難の阻害や復旧への障害となる等、甚大な影響を与
えた。
このような現象は土石流等による直接的な被害と区別
され、
『砂防事業の費用便益分析マニュアル（案）
』では
「土砂・洪水氾濫」と定義される。
土砂・洪水氾濫対策は、
「防災・減災、国土強靱化の
ための3か年緊急対策（平成30年12月14日閣議決定）
」
において、重要インフラ等の機能維持の観点から、
「全
国の中小河川における土砂・洪水氾濫等の危険性に関す
る緊急対策」として位置づけられており、全国の中小河
川での対応が急務となっている。
本講演では、近年発生した土砂・洪水氾濫事例から

これらの発生事例より、以下に示す4点の特徴が明ら
かになった。
（1）降雨
・いずれも記録的な豪雨が観測されている。
（2）土砂生産
・同時多発的に斜面崩壊や土石流が発生し、大量
な土砂生産が生じている。
（3）土砂の粒径
・流出土砂には細粒分が多く含まれる。
（4）洪水・氾濫被害
・下流河道で河床上昇や河道埋塞を引き起こし、河
床勾配（2°
）1/30未満の場所でも被害が発生して
いる。

その特徴を整理し、土砂・洪水氾濫対策の考え方とし
て、各種基準や文献等から、施設配置の考え方を示すと
ともに、特に遊砂地工を計画する場合において必要な機
能や形状について示した。

3. 土砂・洪水氾濫対策の考え方

土砂・洪水氾濫対策としては、下流河道の許容流砂
量まで土砂量、土砂濃度を下げ、河道から溢れさせず安
全に流下させられるよう、保全対象上流で効率的に細粒
分を多く含む土砂、流木を捕捉するための砂防施設を設
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応じて床固工を配置することで縦断勾配を緩くすること

けることが必要である。
前述の機能を有する砂防施設は、砂防堰堤や遊砂地

が示されている。加えて、特定条件下で行った水理模型

工、渓流保全工といった施設があり、谷出口から保全対

実験（松村ら2001、水山ら1986）では、拡幅幅は上流

象までの区間、または、下流緩勾配区間の氾濫発生地点

流路幅の3倍以上、拡幅部の延長は上流流路幅の6倍程

の上流箇所に配置することが考えられる。本講演では、

度が目安となることや、縦断勾配は元河床勾配の1/2程

これら施設のうち、特に、遊砂地工について紹介する。

度が最も効果的な結果となったという報告もある。

遊砂地工は、
『河川砂防技術基準』において、
「掘削
などにより渓流の一部を拡大して土砂などを堆積させる

4. おわりに

ことで、流送土砂の制御を行う施設である」とされて

遊砂地工の最適な構造を検討するためには、数値計

いる。

算と水理模型実験を組み合わせた検討が望ましいもの

遊砂地工の形状として、
『河川砂防技術基準』や『砂

の、過去の事例や水理模型実験結果等を収集・蓄積し、

防基本計画策定指針（土石流・流木対策編）
』
『土石流・

一般化する取り組みも必要と考えられる。

流木対策設計技術指針』では、平面形状は、流入部を

現在STCでは効果的な遊砂地工の施設形状の検討を

30°
程度で拡幅させることや、拡幅幅を上流流路幅の5倍

進めており、今後水理模型実験等により検証を実施する

程度以内とするといった留意点が示されている。また、

予定である。

縦断形状については、掘り込み型式を基本とし、必要に

令和 2 年度
砂防・地すべり技術センター研究開発助成（自由課題）

募

集

の

御

案

内

平成 4 年度より開始した当センター「砂防・地すべり技術センター研究開発助成事業」は、砂防、地
すべり及びがけ崩れ対策に関する技術開発及び調査研究を対象とし、特に問題意識が鮮明で達成目標が
具体的であり新たな施策の展開を目指すテーマで、優れた人材を集結し充分な遂行能力を有する研究者
に対して、助成を行うものです。
上記を踏まえ、令和 2 年度の研究開発助成の対象となる調査研究を下記の要領で募集の予定です。詳
細な応募方法及び様式等については、後日当センター HP（http://www.stc.or.jp/）に掲載します。
記
1．助成対象者：大学、高等専門学校等の研究者
複数の研究組織に属する研究者による共同研究
2．助成金額：1 件に付き

申請者が 1 名の場合 ：100 万円以内
申請者が複数名の場合 ：150 万円以内

3．助成対象の決定等：令和 2 年 4 月 1 日をめどに、応募者宛に書面で通知
4．研究期間：採択決定から令和 3 年 3 月 31 日
5．成果に関する報告及び発表：
・ 研究実施期間終了後一ヶ月以内に、成果の概要書（A4 版 20 頁程度 日本語）を当センター宛に提出
・ 令和 3 年 11 月 25 日（木）開催予定の「研究成果報告会」で申請者本人が研究成果を発表
6．研究成果の帰属：助成対象者
7．募集受付期間：令和元年 12 月 2 日（月）〜 令和 2 年 1 月 31 日（金）16：00 必着（〆切厳守）
8．問い合わせ先：
（一財）砂防・地すべり技術センター 企画部
〒 102-0093 東京都千代田区平河町 2-7-5 砂防会館 5 階
TEL 03-5276-3271
URL:http://www.stc.or.jp/
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