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同施行令：用語の定義、適用範囲の確定、手続き規定。

労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号）
第 23条：～避難及び清潔に必要な措置
第 25条：事業者は、労働災害発生の急迫した危険性があるときは、
	 直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等
	 必要な措置を講じなければならない。
【参考　22条：～病原体等による健康障害を防止するために必要な措置の規定】

労働安全衛生規則の一部を改正する省令	
（平成 10年 2月 16日公布、同年 6月 1日施行　労働省令第 1号）
同省令の施行について（平成 10年 2月 16日通知　基発第 49号）

労働安全衛生規則　第 12章　第 575条の 9～ 16
『土石流による危険の防止』

土石流による労働災害防止のためのガイドライン策定について
（平成 10年 3月 23日通知　基発第 120号）

 図-1 　土石流に対する工事安全に係る労働関係法令の体系

1. 国内的な取り組み
砂防は工事が肝心であり、工事では安全が肝心であ

る。工事監理の主たる対象は仮設備の設置と撤去、そ
の方法である。この「方法」の中に安全対策、衛生対
策等、現場管理の大半が含まれる。国土交通省地方整
備局では企画部技術管理課が所管する事項である。近
年の ICT を活用した技術革新「i-Construction」もこ
の中にある。砂防分野の技術や施策、「国土管理」、「流
域管理」、「危機管理」等の取り組みもこの中から生ま
れてきた。警戒避難も砂防工事の工事安全の取り組み
の中から生まれ、発達してきた。この原点を押さえつ
つ、工事現場の安全対策の改善を支援するために、当
研究室では各種の調査・研究に取り組んでいる。

土石流に対する工事の安全性を向上させるための労
働安全衛生法を中心とした体系を図-1に示す。「土石
流による労働災害防止のためのガイドライン」によっ
て工事の中止と再開のための降雨基準の考え方が提示
されている（以下、「ガイドライン」と略す）。1998 年

制定から 20 年以上が経過しているため、第 3 の 10 に
示された 1 時間雨量や 24 時間雨量、大雨注意報基準
との整合等、やや古びた感のある部分は将来的に改訂
される可能性はある。しかし、レーダ観測の困難な山
間部で現場設置の地上雨量計に基づいて取り組む砂防
工事の安全対策としては、現在でも十分な妥当性を
持っている（災害発生と 60 分間雨量の対応が良いこ
とは既往事例が多数ある）。

同ガイドラインは「のぞましい」として提示される
任意指針である。責任施工の進展の中で、安全管理責
任は原則受注者に移されて久しい。他方で、発注者に
は、流域の過去の気象・災害等に関する調査資料を整
理、蓄積し、提供する重要な責任が残っている。受注
者は受注者として、発注者は発注者として、ガイドラ
インに沿った事業執行に努める必要がある。これは発
注主体が国か都道府県か、工種が堰堤か護岸か、或い
は斜面対策かによらず共通の責務である。結果として、
砂防事業の執行に当たり、流域の過去の資料が蓄積さ
れてくる。国土交通省解析雨量等の気象レーダは全国
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を平均的に覆っている。しかし、山間部等の土砂移動
が発生する領域のデータとしての正確さは劣る（「線
状降水帯抽出」については中谷、2019 参照）。12 時間
リセットを含め、工事中止、再開の基準については、
施工計画書の提出時に発注者から受注者に設定を求め
ることになる。その最適な設定の前提として、流域で
過去に実施された工事等に伴う監視・観測データを工
事完成図書から収集し、公開、共有化していくことが
必要となる。近年、河川管理等を中心に MP レーダ等
の導入が急速に進んでいる。しかし、MP レーダ等で
も較正（校正）が必要なことは従来と変わりない。土
砂流出のポテンシャルの大きい砂防関係事業の現場で
観測した雨量等水文データや工事現場での設備の亡失
記録等の十分な活用は、データサイエンス、エビデン
ス重視の時代、益々重要である。ガイドラインに示さ
れた監視カメラの更なる活用を図るため、当研究室で
は CCTV 画像を用いた雨量推定手法の開発に取り組ん
でいる。渓流ごとに正確な雨量監視を図ることは工事
安全の基本である。積極的に関係事業者、事務所を支
援していきたい。

発注者としての直轄砂防事務所等、砂防部局の体制
基準は、自ら収集したデータと、工事関係の過去デー
タ及び各事業者から報告される最新のデータとを含め
て総合的に設定される。体制基準は、データの蓄積、
或いは大災害発生等の契機に応じて改良される。砂防
関係工事では下流住民等、第三者、公衆の安全を確保
し、土砂移動の被害から守るよう、警報設備の設置、
訓練を含む稼働確認等を受注した事業者に求める。流
域の土砂移動発生のおそれを知った場合には、速やか
に関係自治体等に連絡する必要がある。これは、発注
者として受注者等を通じて、或いは自らの監視観測網
を通じて、覚知したことに伴って発生する「伝達する
責務」である。但し、他事業者の任意の協力で提供頂
いたデータが含まれる等、一般公開が適当でない場合
もある。その場合には共有程度はケースバイケースに
なり、緊急時の共有に限定した取り決めとすることも
考えられる。

砂防工事の現場で土砂流出があれば、第三者や関係
する自治体、道路部局等に周知連絡が図られる。しか
し、言うまでもなく、降雨、融雪、地震等に対する工
事現場の中止判断をそのまま自治体や流域住民の警戒
避難の判断とすることは出来ない。データ共有は必要
であるが、判断基準の考え方等が、次の通り大きく異
なるためである。

❶ 事業対象の渓流、斜面等の土砂移動リスクは多様で
あり、流域内の他の渓流等より相当高いリスクを持
つことが多い（リスクの相違）。

❷ 事業者は監視体制を取り、数分内の退避可能性を確

保した上で、完成引き渡しに向けて施工期間を確保
出来るよう、中止・再開を判断していること（判断
の独自性）。

❸ 自治体の避難指示等の判断には、要配慮者等、呼び
かけ対象の多様性、警戒と立ち退き避難に要する時
間と負担等を総合的に考慮する必要があること（判
断の複雑性）。

即ち、砂防関係では個別の渓流、斜面に係る工事中
止（再開）基準と、一般住民及び自治体向けの広域の
警戒避難基準とを、混同を避け、しかし補完関係を持
ちつつ改善していく必要がある。土砂災害発生ポテン
シャルに関しては誘因としての降雨だけでなく、素因
リスクの表現方法も検討を重ねており、近い将来 1km
メッシュでも信頼性が確保される可能性もある。土砂
災害警戒区域等の指定が進捗する中で、個別の渓流、
斜面ごとに関係住民が自主的な避難判断を出来る環境
作りも視野に入ってくる。緊急時を含む自治体の対応
力の低下、人口の高齢化や移動困難者の増加が進む中、
上記の②「判断の独自性」を住民が持ち、主体的に自
らの生命と安全を確保する社会への移行は速まってき
ている。工事安全のための取り組みと住民避難のため
の取り組みとは、砂防の取り組みとしての表裏一体の
関係にある。他の部局と協働・連携も、この基本を疎
かにしては成り立たない。警戒避難の技術が向上すれ
ば工事安全の技術も向上する。この正の相互作用を意
識し、直轄砂防事務所、都道府県砂防部局の協力を得
ながら、監視観測及び警戒避難の技術基盤の改良に努
めていきたい。

2. 国際的な取り組み
本年 1 月末に開催された第 2 回地すべり早期警報シ

ステムに関する国際ワークショップに参加し、本邦の
取り組みを紹介し、他の諸国との意見交換を行い 2 月
1 日に帰国した（開催概要は中谷ら、2020 参照。ここ
で言う「地すべり」は斜面災害から土石流まで含む広
義の意味）。主として警報システムを運用する実務者
と、技術開発を担当する研究者とが参加した。

世界の自然災害の死傷者数中、地すべりは洪水と並
んで極めて大きな比率を占める。そのため、国連の防
災会議においても開発途上国の災害対策支援中、大き
な柱として位置付けている。欧州及び米国においても
被害は減少しておらず、気候変動適応策の 1 つとして
重視され、特に 2007 年以降取り組みが具体的に進み、
実装されつつある。例えばノルウェーでは気候変動に
伴い土石流、雪崩、地すべりによる道路損壊、通行止
めが頻発し、主産業のサーモン輸出にも大きな影響が
出ている。開催国イタリアも本邦同様に地質が脆弱な
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ことから、半島部の斜面崩壊による交通被害からアル
プス南麓でのスラッシュ雪崩等による集落被害まで多
様な土砂災害に直面している。米国でも西海岸沿岸部
を中心に土石流の被害が多発していることは、周知の
通りである（近藤、2019）。斜面崩壊は箇所が多いこ
とから、ハード対策の実施は、多数の重要な保全対象
がある場合に限定されている。結果として、ハザード
マップ、土地利用規制等の zoning と、リアルタイム
で立ち退き避難等を呼びかける warning といったソフ
ト対策が公的な対応の柱となっている。参加国ごとに、
気象や災害発生の傾向、公的部門と民間部門、市民と
の関係は異なるため、単純比較には難がある。

例えば、本邦では都道府県が地方気象台等と共同で
運用し、自らを統御するシグナルであると共に、地域
防災計画を通じて地方自治体の避難指示判断と密接に
結び付いた警報システムとなっている。他方で、多く
の欧州諸国では、国の水文・気象局が運用し、連携す
る運輸・交通部門や地方自治体の判断を間接的に支援
する警報システムとなっている。また、米国は NASA
やUSGSが提供するものの、州政府への参考助言である。

本邦では見逃しへの苦情を忌避する結果、適中率が
低下することが課題である。他方、欧州では、利用者独
自の判断と警報との関係が不透明なことが課題である。

判定モデル較正（校正）手法は、欧米では代表的な
観測流域での数年間の観測実績資料に基づいてモデル
を複数構築し、再帰確率を軸に複数の出力から総合判
定している。本邦の土砂災害警戒情報は単一モデルに
より、過去数十年の災害実績資料に基づいて設定した
基準線（CL）で一様に判定している。校正なしの全
国一律指標である。基準検証はされているが、モデル
の多様性がないため、モデル比較もなく、改良がしづ
らい。

判定の空間的な単位は、数値予報及び用いる検証事
例数の確保のため欧米では 10km 四方で留めている。
他方で本邦では気象レーダに基づく（広義の）ナウキャ
ストにより 5km を 1km 化する検証が進められている。
空間的な単位が予測時間を規定する。欧米では短くて
も 3 日間、概ね 7 日先の時系列の予測を含めた地すべ
り予報を展開している。国内的にも高齢化の対応で予
測時間を従来の 2 〜 3 時間よりも伸ばすことが議論さ
れてきたところ、欧米が既に提供していることもあり、
広域での土砂災害予報の実装を早める必要がある。

1 月のワークショップを受けた取り組み協力の一環
として、2 年以内を目指して地すべり早期警報の国際
標準案作りが開始され、web 上での討議と文書作成に
筆者も参画している。国際地すべり学会が中心となっ
て既に策定済みの地すべり警報規格は個別箇所向けの
ものであった。今回はより広域の、本邦の土砂災害警
戒情報も含むものになる。

国際的なコロナ感染禍により一時取り組みの停滞が
危惧された。実際、5 月に予定されていたインタープ
リベントは 1 年順延になり、11 月に予定されていた国
際地すべりフォーラムも延期されている。しかし、研
究業界は早い段階からオンライン化が図られているた
め、文書案作りは、在宅勤務の各国実務者・研究者同
士で着実に進めている。

国際標準は、将来的な技術認証、格付けに使われる
ため、国内の取り組みにも影響する。また、国際的に
も砂防分野で長年取り組んできたアジア、環太平洋で
の技術協力に致命的に影響する。例えば、英国は英連
邦の繋がりを生かしてインドに技術供与を実施済みで
ある。また、米国は米州機構の繋がりを生かしてブラ
ジル・リオデジャネイロでモデル的に技術供与を図っ
ている。標準案作成には初めから関与し、砂防が培っ
た技術を積極的に公開して国際的にも貢献することが
重要である。

3. 結びに代えて
高齢化による移動困難者の増大と、移動中の道路上

被災者の増大とが相まって、ここ数年、関係自治体は、
立ち退き避難の困難に直面してきた。Covid-19 等の新
興感染症による衛生確保上の困難は、土砂災害に関す
るソフト対策にも大きな挑戦である。「警戒」と「避
難」を一直線に結び付けることを止め、別々に扱うこ
とが必要になる。四文字熟語の「警戒避難」を改める
時である。危険度評価のための根拠データは、IoT 活
用による改善が期待出来る。また、移動を考慮出来る
所在位置に応じた判定支援も技術的には視野に入って
いる。これらは「警戒」のスマート化である。制度が
大きく影響するため「避難」のスマート化は遥かに難
しい。しかし、避難の多様性を前提に、不幸にして自
宅で被災し、逃げ遅れる事態についても、具体的に想
定するべきであろう。無論、全てを公的部門で提供出
来る訳ではない。しかし、具体的な想定を例示するこ
とで、家屋内への水・土砂の侵入状態を知るセンサー、
移動困難な要配慮者の安否を知るセンサー、捜索活動
への静音型の UAV の導入等、民間部門等の取り組み
促進が期待出来る。土砂災害による犠牲者を減らすた
めに、出来ることと出来ないことを丁寧に峻別する必
要がある。得意分野に注力し、そうでない分野では基
礎資料の整理と提供を図っていきたい。
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