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（一財）砂防・地すべり技術センター　砂防部長

天然ダム及び土砂災害
防止技術交流講習会

海外事情
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研究センターは台南市の西郊外の海
の近くにあり、使用していない広大
な敷地の中に“ポツン”とセンター棟
と水工試験所が建っていました。水
工試験所は、日本国内でも見たこと
がないほどの大規模な施設があり、
維持管理にコストがかかるだろうと
余計な心配をしてしまいました（写
真-1、2）。

連合訓練の会場は、台南市政府消
防局大ホールで、訓練形式は、ロー
ルプレイング方式で行われました。
プレイヤーとして、講習会主催者の
それぞれの出先機関である水利署第
七河川局、水土保持局台南分局、林
務局屏東林区管理処に加えて、天然
ダム災害発生の想定地点がある高雄
市の防災担当者も参加していま
した。

訓練シナリオは、台風の接近・通
過、それに伴う降雨、天然ダムが形
成、天然ダム監視や応急対策開始
といった内容でした。シナリオの最
後に天然ダム発生から2週間後に
M5.8の地震が発生したという想定
があったのには驚きました。訓練後
の感想として高雄市の防災担当者か
ら「天然ダム災害の知識がない」

「情報が欲しい」「災害時の支援をお
願いしたい」と日本の市町村と同じ
悩みを抱えていることもわかりまし
た。我々 4名は、訓練アドバイザー
として講評等を1人ずつコメントす
る予定でしたが、熱心な訓練のおか
げで時間がなくなり、1人が代表し
て講評を行いました（写真-3）。そ
の後、消防局のオペレーションルー
ムを視察して訓練を終えました。

翌日の研修会は、成功大学で行わ
れました。連合訓練参加者は、研修

5月27日（月） 成功大学防災研究
センター視察、天
然ダム及び土砂災
害対応連合訓練

5月28日（火） 天然ダム及び土砂災
害防止技術研修会

5月29日（水） 台南市→台北市、関
係機関表敬訪問

5月30日（木） 現地視察
5月31日（金） 現地視察
6月 1日（土） 台北松山空港→羽田

空港
台南市へは、台北から台湾新幹線

（HSR）に乗って移動しましたが、
新幹線台南駅が台南市の郊外にある
ため駅から30分ほど自動車に乗り、
台南市街地へ着きました。

3．講習会の内容
天然ダム及び土砂災害防止技術交

流講習会は、1日目に天然ダム及び
土砂災害対応連合訓練を実施し、翌
日に天然ダム及び土砂災害防止技術
研修会を行うというプログラムに
なっていました。連合訓練実施日の
午前中は、成功大学防災研究セン
ターを視察しました。成功大学キャ
ンパスは、台南市中心部の広い敷地
であるため、市民が憩いの場として
も利用しているようでしたが、防災

1．�天然ダム及び土砂災害防
止技術交流講習会につ
いて

台湾南部の古都、台南市で5月
27日と28日に天然ダム及び土砂災
害防止技術交流講習会が開催されま
した。この講習会は、台湾国内で砂
防事業を実施している経済部水利
署、農業委員会林務局、農業委員会
水土保持局の3機関と国立成功大学
防災研究センターによって毎年共同
開催されています。

今年の講習会には、日本から山口
真司（国土技術政策総合研究所土砂
災害研究部長）、小山内信智（政策
研究大学院大学教授・（一財）砂
防・地すべり技術センター砂防技術
研究所長）、中谷加奈（京都大学大
学院助教）の3氏及び私の計4名が
講師として招待されました。講習会
は訓練と研修会の2日間でしたが、
現地視察等も含め1週間台湾に滞在
しましたので、その活動内容を報告
します。

2．行程
今回の台湾滞在行程は、以下の通

りです。
5月26日（日） 羽田空港→台北松

山空港→台南市

写真-1　水工試験所内の実験施設 写真-2　100mの大型実験水路 写真-3　連合訓練
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会に参加していましたが、研修会の
みの参加者として地元の台南市政
府、中央地質調査所、防災関連企業
等から聴講者が来ていました。

研修会の演題は以下の通りです。
・ 小山内信智「北海道胆振東部地震

で発生した土砂災害の概要と天然
ダム対応」

・ 山口真司「日本における最近の土
砂災害と土砂災害防止法改正・緊
急調査」

・ 長井義樹「豪雨時における複数天
然ダムへのハード・ソフト対応」

（写真-4）
・ 中谷加奈「数値シミュレーション

による天然ダム決壊ならびに土石
流発生時のハザードマップ検討」
講演後に水利署第七河川局、水

土保持局台南分局、林務局屏東林
区管理処の 3機関から「2009年
MORAKOT台風災害と対策後10年
の状況」についてそれぞれの取り組

み等が報告されました。2009年
MORAKOT台風では小林村が深層
崩壊により村ごと流出、消失する大
災害が発生したため、日本でも報道
されていましたのでご存じの方も多
いと思います。研修会の締めくくり
の総合討論においては、国土交通省
のTEC-FORCEについて質問が多く
だされました。台湾でも同様の組織
を設置したいとのことでした（写
真-5）。

4．台北市での活動
台南市から再び新幹線（HSR）

で台北市に移動しました（写真-6）。
まず、技術交流講習会の主催者で、
連合訓練と研修会に参加していた林
務局主任秘書（写真-7）と水利署副
署長を訪ね、その後、国家発展委員
会国土区域離島発展処長を訪問しま
した。

この処長は、昨年まで台南市政府
水利局長として台南市に在住してお
り、昨年11月に成功大学防災研究
センターと台南市政府が平成30年
西日本豪雨災害の視察で広島市を訪
れた視察団の一人として日本を訪れ
ています。この視察団に砂防・地す
べり技術センターが現地案内として
随行した経緯があり、当時お世話
になり親切に対応してもらったと

感謝の言葉をいただきました（写
真-8）。

5．現地視察
新竹縣にある林務局新竹林区管理

処管内の土場と鹿場の2地区を視察
しました。土場という地区では、
2004年の台風災害の斜面崩壊で
15名が亡くなり、3名は未だに崩壊
土砂に埋まったままということでし
た。日本であればなんとしてでも生
き埋めになった人がいれば助け出そ
うとしますが、お国柄の違いという
ものを感じました。鹿場という地区
では、2018年3月に降雨、地震等
崩壊の誘因となるものが無いのに斜
面が崩壊し、その後4月と5月に崩
壊が拡大しました。日本でも昨年平
成30年4月に大分県耶馬溪におい
て同じように降雨等が無く崩壊が発
生した事例があり、私が砂防学会耶
馬溪調査団に参加していたので、当
時の調査について説明を行いまし
た。現地視察はこれで終わらず、鹿
場ではこれから対策に着手するとい
うことで新竹林区管理処において対
策検討会が行われました。崩壊周辺
は、地すべりによる道路の変状も表
れていたので、崩壊地周辺状況説明
と調査項目、応急対策等を提案しま
した（写真-9、10）。

写真-4　講演中の著者

写真-5　研修会の総合討論 写真-6　台湾の新幹線 写真-7　林務局主任秘書（左から2人目）

写真-8　 国家発展委員会国土区域離島発
展処処長（右から1人目） 写真-9　鹿場の視察 写真-10　新竹林区管理処での対策検討会
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（一財）砂防・地すべり技術センター  企画部 国際課

発生日 国名 種別 概要

2018年

10月11日 ウガンダ 洪水、
土砂崩れ

ウガンダ東部ブドゥダ（Bududa）県で、11日に豪雨により河川の堤防が決壊したうえ、土砂崩れ
も発生し、少なくとも34人が死亡した。同県では土砂崩れの前に、河川の堤防が決壊してあふ
れ出た泥水が市場に流れ込む被害も発生している。ブドゥダ県は、土砂崩れのリスクが高い地
域で、2010年3月にはやはり土砂崩れで少なくとも100人が死亡、2012年には3つの村が押しつ
ぶされた。

10月13日 インドネシア 土石流
10月10日からの豪雨によってインドネシア西部で洪水と土砂崩れ及び土石流が起き、少なくと
も22人が死亡し、多数の行方不明者が出ている。当局者によると、北スマトラ（North Sumatra）
州ではこの3日間で少なくとも17人の死亡が確認され、西スマトラ（West Sumatra）州では5人
が死亡した。

10月31日 フィリピン 地すべり

30日、台風26号（Typhoon Yutu）が通過したフィリピン北部のルソン（Luzon）島各地で土砂崩
れや川の氾濫が起こり、20人が死亡した。
このうち、ルソン島北部のナトニン（Natonin）のコルディレラ（Cordillera）山脈地域では、30日
夜、建設中の公共事業・道路局の建物が土砂に埋まり、中にいた職員、避難していた住民など
14名が亡くなった。この施設は避難所ではないが、コンクリート製の建物が周りにないため、付
近の住民が自主的に避難していた。
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6．おわりに
さて、講習会、表敬訪問等多くの

場所で集合写真を撮りました。その
際に必ず「ナンバーワン！」と言っ
て親指を立てるポーズ（いいね！

ポーズ）をしながら写真を撮りまし
たが、台湾の慣習？あるいは流行？
なのでしょうか（写真-11）。

はじめての台湾滞在は、到着から
出国まで随行していただいた成功大

学防災研究センターの皆さんのおか
げで快適に過ごすことができました。
ありがとうございました。

写真-11　親指を立てながら「ナンバーワンと叫ぶ」

旅のつれづれ T a i w a n

サブマリン
ご存じの方も多いと思いますが、50°〜60°とアルコール

度が非常に高い高
こう

粱
りゃん

酒
しゅ

は、通常そのままショットグラスで飲
みます。しかし宴会で
は、高粱酒入りショット
グラスをグラスごとビー
ルの注がれたグラスに
沈めて、一気に飲むと
いう「サブマリン」と呼
ばれる飲み方が多かっ
たようです。

客家料理からスイーツまで
客
はっ

家
か

料理と呼ばれる
伝統的な料理は、煮物、
揚げ物、スープ等大皿で
供され、しかも10品以上
出てくるのでとても食べ
きれないほどです。また、
「小籠包」「魯

るー

肉
ろー

飯
はん

」「牛
肉ラーメン」や、「家

あ ひ る

鴨の首」「豚の内臓スープ」などの屋台飯、スイーツの
定番である甘い豆腐のような「豆

とぅ

花
ふぁ

」「マンゴーかき氷」などのB級グル
メも、多忙な短期間だったにもかかわらず、満喫することができした。


