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我が国は、昨今の気候変動に伴い、降雨が局地化、集中化、激甚化するケースが増えて

いる。その結果、突然の大雨により土砂災害等が発生し道路が通行止めになるなど、従来

の規制基準では対応の難しい形態の災害が増加してきている。こうした事象に即応できるよ

う、①時間雨量に対応した通行止め基準を設定し、災害捕捉率を向上させること、②過去

の雨量データや災害履歴を踏まえ、連続雨量（累積雨量）による通行止め基準を最適化さ

せることを目的に、従来の基準を見直した新たな通行規制基準を作成し、試行していると

ころである。一般国道２２９号における防災事業の取組みと合わせて紹介する。 
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1.  はじめに 

 

小樽開発建設部では、4つの事前通行規制区間（総

延長25.2 km）を管理している（図-1）。そのうち、

一般国道２２９号古宇郡神恵内村珊内～大森（以下、

大森）と、一般国道２２９号岩内郡岩内町敷島内～

磯谷郡蘭越町港町（以下、親子別）では、防災点検

における要対策およびカルテ対応箇所の対策工がす

べて完了している。 

さらに、大森・親子別の両区間は対策完了後も通

行規制基準以上の大雨を経験しているが、災害は発

生していない。 

 

 

 

 

 

そのため、過去の雨量および災害履歴を踏まえ、

時間雨量に対応した新たな通行止め基準を設定した。 

 以下に、これらについて記述する。 

 

 

2.  地形地質概要 

 

(1)  大森 

当事前通行規制区間は、北海道西部の古宇郡神恵

内村珊内～古宇郡神恵内村大森間の5.2 kmの区間で

ある。積丹半島の沼前岬から泊村までは、1,000 m前

後の標高を有する積丹半島脊梁山地の西方山麓であ

る。 

海岸付近の多くは傾斜地であり、部分的にほぼ垂

直の急崖斜面をもって海と接している。神恵内集落

より起点側の国道は概ね海岸を通過し、急崖箇所は

トンネルが貫いている。 

神恵内集落より終点側は、海岸沿いの急崖部上の

緩傾斜地を通過しており、深い入江は架橋し、海岸

に張り出す尾根はトンネルが貫いている。 

図-2に当事前通行規制区間周辺の地質図を示す。

当事前通行規制区間に着目すると、マッカ岬付近に

は、先第三紀珊内層の粘板岩、チャートおよびホル

ンフェルスが分布するが、大部分は新第三紀中新世

尾根内層の輝石安山岩溶岩が分布する。 

 
図-1 小樽開発建設部管内 通行規制区間路線図 

（③：大森、④：親子別） 
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(2)  親子別 
当事前通行規制区間は、北海道西部の岩内郡岩内

町敷島内～磯谷郡蘭越町港町間の11.6 kmの区間であ

る。 

岩内町敷島内から蘭越町港町までは、ニセコ連峰

西端の雷電山(1,211 m)の西方山麓である。この区間

は、雷電山の頂から海岸までの約6 kmで1,200 mの標

高を減ずる急勾配のため、海岸部の多くは比高100 m

を超える露岩急崖斜面である。海岸沿いの比較的傾

斜が緩い箇所は、地すべり地や扇状地状の土石流堆

積地である。国道は急崖地を回避するため山側をト

ンネルで通過している。 

図-3に当規制区間周辺の地質図を示す。当規制区

間に着目すると、主に新第三紀鮮新世の火山円礫岩

や水冷破砕岩、普通輝石しそ輝石安山岩が分布し、

所々に安山岩岩脈の普通輝石しそ輝石安山岩が分布

する。 

 

 

 
 
 

3.  対象規制区間の概要 

 

大森と親子別の路線図を図-4、図-5に示す。また、

それぞれの事前通行規制区間概要を表-1に示す。 

 

 

  

 

 

  

 

 

【大森】 【親子別】

神恵内村珊内～大森 岩内町敷島内～蘭越町港町

距離標 KP=63.5　～　68.7km KP=102.7　～　114.3km

延長 5.2km 11.6km

連続雨量60mm 連続雨量80mm

落石・土砂崩落・波浪 落石

規制区間

基準雨量

危険内容

区間

 
 

 

 

4.  H18年道路防災総点検以降の対策状況 

 

(1)  大森 

通行規制区間のうち、要対策箇所の大部分は新た

なトンネルで迂回しており、明かり区間のカルテ点

検箇所（4箇所）についても平成21年度に対策工は完

了している。写真-1にその一例を示す。 

その後、通行規制基準である連続雨量60 mm以上の

図-4 大森 通行規制区間路線図 

図-5 親子別 通行規制区間路線図 

表-1 事前通行規制区間概要 

図-3 親子別 地質図2) 

※ 基準雨量は緩和前の数値

図-2 大森 地質図1) 

新第三紀中新世尾根内層  

輝石安山岩溶岩 

先第三紀珊内層 

粘板岩・ﾁｬｰﾄ・ﾎﾙﾝﾌｪﾙｽ

第四紀更新世  

輝石安山岩溶岩 
新第三紀鮮新世 

輝石安山岩溶岩
新第三紀鮮新世 

火山円礫岩・水冷破砕岩 
新第三紀鮮新世 

輝石安山岩脈
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降雨を経験している（図-6）が、災害は発生してい

ない（図-7）。 

 

 

 

 

  

 

 

(2)  親子別 
通行規制区間のうち、要対策箇所の大部分は新た

なトンネルで迂回しており、明かり区間のカルテ点

検箇所（3箇所）についても平成22年度に対策工は完

了している。写真-2にその一例を示す。 

その後通行規制基準である連続雨量80 mm以上の降

雨を経験している（図-8）が、災害は発生していな

い（図-9）。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図-6 大森 年度別最大雨量 
（赤破線：規制雨量60 mm、赤棒：規制雨量以上の降雨） 

写真-1 大森 対策工施工状況一例 

写真-2 親子別 対策工施工状況一例 

図-7 大森 降雨時における落石・法面崩落発生記録 

図-9 親子別 降雨時における落石・法面崩落発生記録 

図-8 親子別 年度別最大雨量 
（赤破線：規制雨量80 mm、赤棒：規制雨量以上の降雨） 
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5.  近年の通行規制実施状況 

すべての対策工が完了して以降、通行規制基準以

上の大雨は大森で9回、親子別で2回経験している

（表-2）が、災害は発生していない。 

 

 

 

区間 通行止め実施条件
H18
年度

H19
年度

H20
年度

H21
年度

H22
年度

H23
年度

H24
年度

H25
年度

H26
年度

神恵内村珊内
～大森

連続雨量60mm 1 0 1 1 2 3 2 0 2

岩内町敷島内
～蘭越港町

連続雨量80mm 0 0 0 0 0 1 0 0 1  

 

 

6.  対象規制区間の有識者所見 

 

平成27年6月1日に有識者を交えて一般国道２２９

号事前通行規制区間の基準緩和に関する検討会を実

施した（写真-3）。 

 

 

 

 

以下に有識者の所見を示す。 

 

(1)  大森 

本通行規制区間について、現地確認及び検討会資

料等によって対策工の妥当性を検討した。その結果、

落石と土砂崩落対策については、十分な現地調査と

地形・地質状況等を反映した設計がなされ、急峻な

斜面区間はトンネルを新設して回避する等、適切な

対策と判断する。また、波浪対策については、波浪

状況を考慮して既設海岸擁壁の前面に消波ブロック

を増設する等、適切な対策と判断する。 

過去の最大連続雨量としては平成23年9月に151 mm

を経験しているが、対策箇所の変状や交通障害が認

められないことから、本通行規制区間の基準緩和は

問題ないと考える。 

(2)  親子別 

本通行規制区間について、現地確認及び検討会資

料等によって対策工の妥当性を検討した。その結果、

落石対策については、十分な現地調査と地形・地質

状況等を反映した設計がなされ、急崖な斜面区間は

トンネルを新設して回避する等、適切な対策と判断

する。 

過去の最大連続雨量としては平成23年9月に160 mm

を経験しているが、対策箇所に変状や交通障害が認

められないことから、通行規制区間の基準緩和は問

題ないと考える。 

 

 

7.  短時間強雨の発生状況 

 

 これまで本事前通行規制区間である大森・親子別

の例を紹介してきたが、この他国内において、近年

では時間50 mmを超える突発的な降雨（ゲリラ豪雨）

により、通行規制を行う前に土砂災害が発生し、道

路が通行止めになるケースが増加している。 

このゲリラ豪雨の発生件数は、1970年代と比較し

2000年以降は約1.3倍に増加している（図-10）。 

 

 

 

 

 また、ゲリラ豪雨発生増加に伴い、各地で土砂災

害等による通行止めが発生し、通行車両が巻き込ま

れる事態も発生している。 

 平成25年8月9日に岩手県雫石町で発生した災害

（写真-4）の場合、5時間の降水量が216 mmを記録し

た。これは、平年の8月の降水量1か月分（206 mm）

以上の値である。この豪雨により国道４６号の9か所

で土砂流出や冠水などの災害が発生し、同国道は3日

間通行止めの状態が続いた。 

対策完了 

写真-3 検討会実施状況 

表-2 通行規制実施件数 

図-10 ゲリラ豪雨の発生回数3) 



Daisuke Takahashi, Shinji Oide, Akihito Furukawa 

 

 

 

また、平成26年8月20日に広島県広島市で発生した

災害（写真-5）の場合、わずか3時間の降水量が観測

史上最大となる約218 mmを記録した。この豪雨に伴

い各地で発生した土砂流出による災害が発生し、国

道５４号では、約15時間通行止めの状態が続いた。 

 

 

 

 

8.  新たに施行した通行規制基準 

 

以上のような現状を鑑み、①時間雨量に対応した

通行止め基準を設定し、災害捕捉率を向上させるこ

と、②過去の雨量データや災害履歴を踏まえ、連続

雨量（累積雨量）の通行止め基準を最適化させるこ

とを目的に、従来の基準を見直した新たな通行規制

基準を作成した。 

 

(1)  従来の雨量規制 

 従来の雨量規制の模式図を図-11に示す。従来は連

続雨量（累積雨量）により雨量規制を行っていたが、

7章で述べたような、ゲリラ豪雨等の局地的・集中的

な大雨（時間雨量が大きい）に対しては、通行規制

雨量に到達する前に災害が発生したケースが報告さ

れている。 

一方で、連続雨量規制値に関しては経験的設定値

という側面もあり、大森や親子別のような降雨に伴

う通行規制を行っても災害が発生しないケースも報

告されている。 

 

 

 

 

(2)  時間雨量導入による雨量規制 

時間雨量導入による雨量規制の模式図を図-12に示

す。時間雨量を導入することにより、従来の雨量基

準では対応できなかったゲリラ豪雨等の局地的・集

中的な大雨に対し、災害発生前に通行規制を実施す

ることが可能である。 

また、連続雨量規制値についても適正化を行うこ

とで、通行規制の時間及び回数を減少させることが

可能であると期待される。 

 

 

 

 

 国道２２９号の大森・親子別の両事前通行規制区

間は、時間雨量導入による新たな雨量規制を表-3の

ように設定し、平成27年6月29日より試行している。 

 

写真-4 ゲリラ豪雨による災害事例①3) 

写真-5 ゲリラ豪雨による災害事例②3) 

図-11 従来の規制基準の模式図3) 

図-12 時間雨量導入による新たな規制基準の模式図 
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(単位：mm)

【現行】

(連続雨量) (時間雨量)

120 100 20

①連続雨量
②組合雨量

100 80 20

4 229
岩内町敷島内

～

蘭越町港町
80

【平成27年6月29日より】

No. 路線 区間

3 229
神恵内村珊内

～

神恵内村大森
60

連続雨量

 
  

事前通行規制は表中の①連続雨量または②組合雨

量の基準で実施する。 

①は従来同様、連続雨量が規定値（大森：100 mm、

親子別：120 mm）に達した時点で通行規制を行う。 

 ②は連続雨量と時間雨量を考慮した組み合わせ雨

量が規定値に達した時点で通行規制を行う。 

  

 

9.  おわりに 

 

昨今の気候変動に伴い、降雨が局地化、集中化、

激甚化するケースが増えている。こうした気象の変

化から、突然の大雨により土砂災害等が発生し、道

路が通行止めになるなど、従来あまり見られなかっ

た形態の災害が増加してきている。 

気候変動は我が国にとっても対策すべき重要な課

題ではあるが、IPCC（気候変動に関する政府間パネ

ル）によると、気候モデルによる予測では今後も大

雨の頻度が増加するとされている4)。 

 本稿で述べた新たな通行規制基準は、従来の通行

規制基準と比較し、このようなゲリラ豪雨にも即応

できる可能性がある。現在大森・親子別で試行中の

新通行規制基準が、減災につながることを期待する。 
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表-3 時間雨量を導入した通行規制基準 


