
8 sabo Vol.128 2020 Summer

1. はじめに
令和元年東日本台風及びその後の低気圧等に伴う大

雨（以下「令和元年東日本台風等」という）や平成 30
年 7 月豪雨等、近年の豪雨に伴う土砂災害では、多数
の土砂災害が発生しています。特に昨年、一昨年は一
連の降雨により平年の年間の土砂災害発生件数に匹敵
またはそれを上回る件数の土砂災害をもたらすような
極端な豪雨が発生しており、気候変動の影響が顕在化
し始めていると言われています。

国土交通省では、一昨年の平成 30 年 7 月豪雨等を踏
まえ、「実効性のある避難を確保するための土砂災害
対策検討委員会」を設置し、災害の実態やこれまでの
国土交通省の取り組みを検証するとともに、実効性の
ある避難を確保するために実施すべき施策について提
言を頂きました。この提言を踏まえ、都道府県等と連
携し、現地に土砂災害警戒区域等の表示板を設置する
等、当該区域の認知度向上や、土砂災害を対象とした
地区防災計画の積極的な策定等に関する取り組みに着
手する等、対策を進めてきました。

一方、令和元年東日本台風等では、平成 30 年 7 月豪
雨と比べ、土砂災害発生件数当たりの死者の数は少な
かったものの（平成 30 年 7 月豪雨：119 名 /2,581 件に
対し、令和元年東日本台風等：20 名 /1,194 件）、土砂
災害警戒区域が指定されていなかった箇所で死者を伴
う災害が発生したこと等が問題となりました。

このため、赤羽国土交通大臣より社会資本整備審議
会に諮問し、改めて「近年の土砂災害における課題等
を踏まえた土砂災害対策のあり方について」検討頂く
ことになりました。検討を進めるに当たっては、同審
議会河川分科会の下に「土砂災害防止対策小委員会（委
員長：京都大学防災研究所・藤田正治教授、以下「小
委員会」という）」が設置され、3 回の討議を経て令和
2 年 3 月末に気候変動に伴う豪雨の激甚・頻発化も見
据えた、実効性ある警戒避難体制の強化に対する方策
について答申を頂きました。本稿では、その概要につ
いて説明したいと思います。

2. 近年発生した土砂災害の検証
まずは小委員会で行われた検証結果を以下に示し

ます。

❶  土砂災害警戒区域の検証

平成 30 年 7 月豪雨において、土砂災害による死者が
発生した 49 箇所のうち、約 6 割に相当する 32 箇所は、
警戒避難体制の整備が義務づけられている土砂災害警
戒区域内で発生しました。また、土砂災害警戒区域には
指定されていなかったものの、土砂災害危険箇所等土
砂災害の危険が公表されていた 10 箇所（約 2 割）でも
被害が生じており、双方の箇所を合わせると死者が発生
した箇所の 8 割強では何らかの形で土砂災害の危険が
周知されていました。一方、令和元年東日本台風等では、
人的被害（死者・行方不明者・負傷者）及び人家被害（一
部損壊以上）が生じた 259 箇所の 4 割に当たる 112 箇
所が土砂災害警戒区域等に指定されていませんでした。
これら箇所の状況を詳しく分析した結果、以下のことが
その原因であることが分かりました（図-1参照）。
1． 現地調査を含む基礎調査中であり、土砂災害警戒

区域の指定に至っていなかったもの（37 箇所、全
体の約 1 割）。図中パターン①

2． 基礎調査の地形図判読では、箇所を把握すること
は困難であったが、より詳細な地形データの活用
により抽出できる可能性があるもの（51 箇所、全
体の約 2 割）。図中パターン②

3． 現在の土砂災害警戒区域の指定基準（急斜面かつ
明瞭な地すべり地形が認められる箇所や、明瞭な
谷地形がある箇所）に該当しないもの（24 箇所、
全体の約 1 割）。図中パターン③

それぞれの状況について更に考察を加えると、以下
のことが分かりました。

（1）  平成 31 年 3 月末時点において、基礎調査は約 94％
完了しているが、その指定は約 86％に留まってお
り、一部特に指定手続に時間を要している都道府
県があり、区域指定がなされる前に災害が発生し
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※ 令和元年 12 月 27 日 18：00 時点の情報（被害情報が未確定の地
区のデータについては未集計）。

※ 都県からの聞き取りを元に整理。
※ 速報値であり、今後の精査により、情報が変わる可能性がある。

 図-1 　 人的被害・人家被害発生個所における災害発生事例のパターン（令
和元年東日本台風等に伴う土砂災害）
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 図-2 　 高精度な地形図を用いることで土砂災害警戒区域の抽出精度を
向上させることが可能な事例

当時基礎調査に用いた地形図

凡例
：傾斜度30度以上

地形図からの読み取り※
高低差：約9m
距　離：約20m
傾斜度：約24度

※ 災害後に資料提供を受け、
　 国土交通省が判読

地理院地図に数値標高モデルを加工したデータを重ねて表示
5mメッシュDEMより作成した地形図

土砂災害発生箇所
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てしまった。
（2）  調査に用いる地形図のデータを高度化することで、

土砂災害警戒区域の抽出精度を向上させることが
可能な場合がある。（図-2）

（3）  一定数は土砂災害警戒区域の指定基準に満たない
条件で土砂災害が発生した。これらのほぼ全て（24
箇所のうち、23 箇所）は大雨特別警報が発表され
るような記録的な大雨が降った市町村で発生した
ものであった。

検証結果の説明を続けます。
平成 30 年 7 月豪雨後に被災地域において実施し

たアンケートの結果によれば、自宅が土砂災害警
戒区域に含まれているかを正しく認識できていた
のは全体の約 2 割であり、土砂災害警戒区域に指
定されても、相当数の人が土砂災害の恐れがある
ことを認識していない可能性があります。

❷ ハザードマップの検証

土砂災害警戒区域等が指定された後、ハザードマッ
プの作成が完了していない市町村もあり、これら市町
村では住民等が土砂災害の危険を認知できていない可
能性があります。また、ハザードマップの認知率も高
いとは言えません。

❸ 土砂災害警戒情報等の検証

検証結果によると、平成 30 年 7 月豪雨に伴う土砂
災害では死者を出した箇所に係る全ての市町村におい
て、発災前に土砂災害警戒情報が発表され、その約 7
割で避難勧告が発災前に発令されていました（逆に、
約 3 割では避難勧告が未発令）。また、令和元年東日
本台風等に伴い発生した土砂災害においても、ほぼ同
様の結果であり、死者を出した箇所に係る全ての市町
村において、発災前に土砂災害警戒情報が発表され、
その約 8 割で避難勧告が発災前に発令されていました。
一方、平成 30 年 7 月豪雨で土砂災害警戒情報が発表
された市町村は 505 市町村であり、そのうち約 6 割に
相当する 297 市町村において、また令和元年東日本台
風では、土砂災害警戒情報が発表された 437 市町村の
うち、約 7 割に相当する 286 市町村において土砂災害
が発生していませんでした。いわゆる「空振り」の割
合は決して低いとは言えず、その正確度には改善の余
地があります。

❹ 警戒避難体制の検証

夜間等における避難時に遭難するリスクを回避する
ため、土砂災害警戒情報が発表されていても、あえて
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避難勧告等の発令を避け、土砂災害警戒区域等に絞っ
ての自主避難の呼びかけに切り替えた事例もありまし
た。夕暮れ以降明け方にかけて土砂災害警戒情報が発
表された場合、市町村は避難勧告の発令に当たり難し
い判断を迫られることがあります。

先進的な取り組みを行っている地方公共団体や、防
災活動に熱心な地区がある一方、その取り組みが他の
近隣の地方公共団体等にまで広がっていません。

地域における共助により避難が行われ難を逃れた事
例があった一方で、人的被害のあった地区では、避難
場所までの移動経路に危険な状況がある場合があり、
住民等が避難しようとした際には、既に周辺の状況が
危険になっていて避難場所には到達できない場合や、
車中での死亡例等、避難途中で被災したと思われる事
例が数多くあったと推定されます。また、平成 26 年 8
月豪雨のような事例では防災情報の発表から発災まで
のリードタイムが極めて短く、このようなケースでは
避難行動に著しい困難と危険を伴います。

防災教育を受けた地域の生徒が家族へ避難を促した
ことにより、土砂災害から逃れた事例がある一方で、
立ち退き避難しなかった理由としては、「自宅の土砂
災害の危険性は低いと思っていたから」等があり、住
民等が土砂災害の危険を十分に理解していないことに
より、避難行動をとっていない可能性があります。

令和元年より警戒レベルが導入されており、土砂災
害の発生情報を把握し、警戒レベル 5 を発表すること
も重要であるが、令和元年東日本台風等においては、
水害や土砂災害が同時多発的に発生する中、土砂災害
の発生情報を把握することは極めて困難でした。

3. 取り組むべき事項
小委員会においては、これら検証の結果を踏まえ、

今後より一層土砂災害防止対策の実効性を高めるため
に取り組むべき事項について答申を頂きました。

以下、それぞれの提言の主な内容について説明し
ます。

❶ 土砂災害警戒区域

土砂災害警戒区域の指定がされていない箇所で被害
が発生したことを受け、区域の指定手続中の箇所で人
命が失われたことは重く受け止めるべきであり、改め
て都道府県に対して基礎調査の完了後、速やかに区域
指定を行うよう促すべきであるとの指摘がなされま
した。

基礎調査の詳細調査の対象とならなかった箇所にお
いて被害が発生したことに対しては、概略的な調査に
用いた地形図で「土砂災害が発生するおそれがある箇

所の抽出」が困難であった箇所に関して、今後二巡目
以降の調査を行う際には、数値標高モデル等の高精度
な地形情報を用いて引き続き「箇所の抽出」を行うこ
とを基本とすべきであるとの指摘がなされました。

また、「土砂災害が発生するおそれがある箇所」の抽
出に際して、地形情報のみならず、住民や市町村等か
ら提供される地すべりの兆候や過去の土砂災害に関す
る情報等も参考にすべきであるとの提言もなされてい
ます。

気候変動等による豪雨の増加傾向が顕在化してきて
いることに対しては、土砂移動現象の形態やその発生
条件にも変化が生じる可能性も考えられ、土砂災害警
戒区域等の指定基準についても、都道府県等から報告
される災害の情報を調査・分析し、引き続き科学的知
見の蓄積に努めるとともに、継続的に指定基準等の
技術的改良に努めるべきであるとの提言がなされま
した。

土砂災害警戒区域等の認知度が低いことに対して
は、住民等の土砂災害警戒区域等の認知度を向上させ
る取り組みをなお一層進めるべきであり、住民等に対
し土砂災害の危険に関する説明等啓発を行うことによ
り理解を促すとともに、地区における土砂災害警戒区
域等を明示する標識等を現地に設置する等、住民等が
常日頃から土砂災害の危険を理解し意識できる取り組
みを行うとともに、住民の自助的活動を支援できるよ
うな環境づくりにも取り組むべきであるとの指摘がな
されました。特に、標識等の現地表示を行う場合は、
外国人居住者への周知や防災教育への活用等も想定
し、言語や年齢等の違い、障害の有無や能力差等を問
わずに理解できるユニバーサルデザイン（Universal 
Design）にも配慮することが望ましいとの提言も頂い
ています。

❷ ハザードマップ

ハザードマップの作成が十分でない点に関しては、
市町村は土砂災害警戒区域等の指定の進捗を踏まえ
て、土砂災害に関する専門家等の知見も活用しながら、
土砂災害警戒区域等の指定後、速やかに避難所等の見
直しを図り、ハザードマップの作成・変更を推進する
べきであるとした上で、都道府県に対して、ハザード
マップの作成等に関して専門家の知見を活用しやすい
環境の整備等を行う等、市町村を支援するべきである
との提言がなされています。

また、ハザードマップは住民が自助・共助により自
らの命は自らが守る意識を持つために重要な情報源の
一つであるとの観点から、市町村はハザードマップを
作成・配布するだけではなく、その内容について説明
したりハザードマップを活用した防災訓練や防災教育
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を実施したりすることで、土砂災害に対する住民等の
理解を深めるべきであって、ハザードマップの活用に
際して市町村を支援できる人材の育成についても関係
機関と連携して取り組むべきであるとの指摘もなされ
ました。

❸ 土砂災害警戒情報等

避難行動を開始するために不可欠な土砂災害警戒情
報に関しては、市町村は土砂災害警戒情報には「空振
り」が内在していることを認識しつつも、住民等の命
を守るためにはそれを恐れず、当該情報が発表された
場合は、補足する情報等を確認した上で必要な地域へ
避難行動を呼びかけることが重要であると指摘があり
ました。一方で、都道府県に対しては、防災情報と行
動の対応を明確化するため、平成 31 年 4 月より導入
された「警戒レベル」の更なる主旨徹底ためにも、不
断の検証を行い、定期的な見直しに努めるとともに、
市町村が避難勧告等を発令する際の判断を支援するた
め、土砂災害警戒情報を補足するための情報発信を行
うシステムは、メッシュごとに表示するのみではなく、
市町村の避難勧告発令単位（例えば、学区や地区等の
単位）も踏まえ、降雨指標（60 分積算雨量、土壌雨量
指数）が土砂災害発生危険基準線（Critical Line） を
上回る地区を自動表示すべきであるとの提言がなされ
ています。併せて、国に対しても、最新の観測技術等
を用いて降雨予測の精度向上にも取り組む等、総合的
に情報の信頼度の向上に努めるべきであるとの指摘も
頂きました。

❹ 警戒避難体制等

警戒避難体制の強化に関しては、市町村は土砂災害
警戒情報の発表等を踏まえて、避難勧告等を発令する
ことになりますが、時間帯によっては避難が困難な場
合があるので、夜間や未明にかけての避難行動を極力
回避できるよう、夜に土砂災害警戒情報の発表が予想
される場合には、その可能性について情報提供する等、
避難勧告等の発令を早めに判断できるよう支援するこ
とが必要であり、そのためにも国は情報の正確度の向
上に努めるべきであるとの指摘がありました。

避難場所が遠方である場合や、豪雨時に避難勧告が
発令された段階で既に避難が困難である場合等に備え
て、住民等は市町村が発令する防災情報の内容や、昼
夜等そのタイミングに応じて、できるだけ高い場所、
堅ろうな建物の上層階等の比較的危険度の低い避難場
所を確保することを含め、地域の実情を踏まえて住

民等がそれぞれ取るべき避難行動を事前に明確化する
等、自らが取るべき行動計画の作成を関係行政機関と
連携して予め検討しておくべきであるとの指摘があり
ました。

併せて、土砂災害に備えた避難計画を準備していた地
区において円滑な避難がなされていたことに鑑み、要
配慮者への対応も含め、地区の住民等らが自らの地区
や個人の実情を踏まえた上で、ハザードマップや地区
防災計画、マイ・タイムライン等の作成・見直しを通
じて警戒避難体制の強化を図り、実効性のある避難を
確保すべきであること、そのためにも住民等が自らの
避難計画を準備する際に、土砂災害に関する危険度の
評価や避難場所・避難経路等を検討するに当たり、専
門的な知識を活用できるよう窓口の設置等具体的な体
制を整備することが望ましいとの提言がなされました。

また、非常時に次善の策として比較的危険度の低い
避難場所を確保する、柔軟な警戒避難体制の整備に向
けては、土砂災害警戒区域内の相対的な土砂災害の被
害リスクを評価できることが重要であり、そのために
は数値計算による土石流等のシミュレーション等の活
用も含めて検討を深めるべきであることや、また住民
等が避難行動をとるための判断材料の一つとして、砂
防堰堤等の付近に設置されたカメラ等によって土石流
等の発生情報を迅速に把握できる技術の開発・導入を
進めるべきであるといった、新たな技術を積極的に導
入することについて提言頂いたところです。

これらの指摘・提言事項を踏まえた土砂災害防止対
策基本指針（土砂災害防止法第３条）の変更すること
としており、必要な手続きを経て本年 8 月には告示さ
れる見込みとなっています。

4. おわりに
平成 30 年、令和元年等に発生した一連の土砂災害の

検証結果からは、土砂災害警戒区域等の指定等、行政
がこれまで行ってきたことを早急にしっかりやり遂げ
るとともに、土砂災害警戒区域等の認知向上や地区防
災計画等の策定を通じて土砂災害に対する実効性ある
警戒避難体制の構築・強化を進めるべきであるとの指
摘を受けました。また、その上で行政から提供する情
報の精度等を高めていくため、今後とも調査研究、技
術開発が重要であることも併せて指摘頂いています。

今後は、気候変動による集中豪雨の多発化も見据え、
現在変更手続中の土砂災害防止対策基本指針に基づき、
産官学の英知を結集して、自助・共助・公助のバラン
スとのとれた対策が実現できればと考えています。




