海外事情

日本の砂防を世界のSABOに
−開発途上国での活用を目指して−
と う へ い

まさる

藤平 大
（一財）
砂防・地すべり技術センター 企画部 国際課長

1．はじめに

目指しています。そのため、土砂災

技術を高めることができる構成とな

砂防・地すべり技

害防止事業に関わっている機関の技

るよう心がけました。

術 セ ン タ ー で は、 国 際 協 力 機 構

術系行政官を対象とし、教育機関の

一般財団法人

（JICA）からの委託を受けて、平成

教育者や研究機関の

13年（2001）以降、例年JICA課

研究者は対象とはし

題別研修業務を実施してきました。

ないこととしました。

JICAで は、1990年 か ら ア ジ ア・

土砂災害防止事業

南米を中心とした地域の防災技術者

に関わる者は、土砂

を集め、火山学と砂防工学を柱とし

移動現象のメカニズ

た半年間の研修を開始しました。近

ム、その対策手法等

年は研修期間が短縮されて、1 ヶ月

に関する基礎的な知

程度となっております。本年度も含

識と技術を理解して

めた約30年間の累積研修参加者は

いる必要があります。

41カ国282名に上ります。

加えて、土砂災害の

コース名が現在の「土砂災害防止

み な ら ず 防 災/減 災

マネージメント（豪雨、地震、火山

全般に関する幅広い

噴火起因）
」となってからは、本年

基礎知識を理解して

度（2019年度）で6年目の実施と

いる必要もあります。

なります。本研修では、土砂災害防

また防災は官民を問

止事業に関わっている機関の技術系

わず、関係者が連携

行政官（主に土木技術者、地質技術

を取りながら各々の

者等）を対象とし、研修で得た知識

役割を果たしていく

や技術を土砂災害防止のための対策

必要があることも理

に直接活用していただくことを目指

解しなければなりま

し て 実 施 し ま し た。 実 施 時 期 は、

せん。

2019年6月9日から7月13日まで

また、帰国後本研

で、参加者はブラジル、マレーシア

修で得た知識、技術

（2名）
、ミャンマー、フィリピン、

を実務に活用できる

スリランカ、ベトナム、の6カ国か

レベルで習得するこ

ら7名の研修員が参加しました。

とが重要であること

ここでは、その実施報告をいたし
ます。

2．研修概要

（1）
本研修の基本的な考え

30

か ら、 本 研 修 で は、
実習、演習も多く取
り入れたカリキュラ
ムとしました。予算
や人材等の制約を抱

本研修では、研修で得た知識や技

えながら、研修の成

術を、研究や教育内容の改善に反映

果を実践に移せるよ

させるのではなく、土砂災害防止の

う努力するとともに、

ための行政に直接活用させることを

自 ら 継 続 し て 知 識、
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研修の構成
Subject 1. 災害対策基本法及び防災計画

Subject 2. 砂防概論
（土砂災害防止法、砂防法、
砂防工事及び土砂災害のメカニズムと対策等）

Subject 3. 気象水文の観測と予測（気象庁訪問）

Subject 4. 発災時の現地調査

Subject 5. 土砂災害危険個所抽出

Subject 6. 土砂災害影響範囲推定

Subject 7. リスク評価

Subject 9.
アラートに対応した市民の避難を促す取り組みについて

Subject 10. 警戒避難基準雨量設定

Subject 11. ローコスト工法

Subject 12
砂防施設設計（土石流、地すべり及び斜面崩壊対策）

Subject 15. 対象地における防災計画策定

Subject 16.
防災対策のためのファンディングについて

Subject 17.プロジェクト形成

プロジェクト発表

3．成果

を要するのか、それらを確認するた

成果発表では、その内容を帰国後

JICAの要請により期間を短縮し

めの調査方法、あるいは土地利用計

6 ヶ月以内に自国の土砂災害危険箇

ましたが、言うまでもなくその一方

画や移転の施策や避難計画と円滑な

所で取り組むことができる構造物ま

で、研修の実効性、有用性を確保す

誘導、さらに防災工事による安全性

たは非構造物対策を選定し、その取

ることが求められており、カリキュ

を高める施策などの様々な対策の組

り組みを推進するプロジェクトの形

ラムの編成に苦心しました。結果と

み合わせを、講義や実習・現地視察

成方策を発表してもらいました。帰

して、研修が目指すところが明確に

を通じて体感して学習することがで

国後、複数の研修生から講師あて

なり、その達成に必要なものに集中

きたと考えております。

に、母国でのプロジェクト推進のた

したカリキュラムを組み立てること

研修後の評価会においても、研修

めの相談や参加の打診、促進のため

員の一人からは、
「日本の「SABO」

のシンポジウム参加の要請など、さ

というシステム＝「土砂災害防止マ

まざまな声をいただいています。
「研

とは、多様な自然現象に起因する土

ネージメント」というパッケージと

修で得た知識、技術を実務に活用す

砂災害について、どのような場所が

して学習できた貴重な研修経験で

る」という研修目的を、彼らが実践

危険であり、どのような時期に警戒

あった」との声をいただきました。

していることを実感しています。

ができました。
「土砂災害防止マネージメント」

写真-1

DIG（Disaster Imagination Game）演習

写真-3

写真-5

写真-2

気象庁訪問

プランニングシート作成実習

PCM（Project Cycle Management）
演習

写真-4

写真-6

測量演習

九州大学内水路及び土砂実験施設施設見学
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写真-7

九州（福岡）における現場視察

写真-9 ファイナルプレゼンテーション2
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写真-8

九州（熊本）における現場視察

写真-10

閉校式

世界の土砂災害（第25回）2019/4/1〜2019/9/30
（一財）砂防・地すべり技術センター 企画部 国際課

発生日
2019年
4月21日

4月23日

4月24日

6月4日
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国名

種別

概要

コロンビア

崩壊

コロンビア南西部のカウカ州ロサスで4月21日午前、大雨による地滑りが発生し、少
なくとも19人の住民が死亡した。現場はアンデス山中。山間部は雨期で、地滑りが頻
発している。

崩壊

ミャンマー北部カチン（Kachin）州パカン（Hpakant）のヒスイ鉱山で4月22日夜、地
滑りが発生し、就寝中だった作業員50人超が生き埋めになった。大規模な地滑り
で、作業員らに加え車両約40台も土砂にのみ込まれ、巨大な「泥の湖」ができてい
る。ある警察官は、
「54人が泥の中で行方不明になっている」
と説明し、
「生存の見込
みはない」
と述べた。ただこれまでに2人の遺体しか収容されていない。中国とイン
ドとの国境に接する一帯では、ヒスイ採掘が原因の地滑りが多発しており、年に数
十人が犠牲になっている。業界の規制が不十分である上、腐敗もまん延していると
される。

洪水・崩壊

南アフリカ東部クワズールー・ナタール（KwaZulu-Natal）州ダーバン（Durban）で
は、
ここ最近の豪雨で洪水と土砂崩れが発生し、建物の崩壊が相次いでいる。当局
は4月23日、一連の災害による犠牲者について、死者33人、負傷者42人を確認と
発表。

崩壊

豪雨に伴う土砂崩れが相次ぎ、
ウガンダ赤十字は6月5日、5人の死亡が確認され、約
50人が行方不明になったと発表した。現場はケニア国境に近い山岳地帯で、赤十字
は声明を出し
「険しい地形に加え、雨がさらに降りそうで、被災地入りは困難を極め
ている」
と訴えた。

ミャンマー

南アフリカ

ウガンダ
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