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大規模な土砂災害が急迫した場合、国が被害の想定される区域や時期の情報を提供することが
必要となっている。しかし、十勝地方の広大な流域内においては、災害発生の危険度や対応方
法の想定が課題となっている。
本報告は、大規模土砂災害が発生する危険箇所を把握し、関係機関との協議を行い対応策の検
討を行った結果を報告するものである。
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1. はじめに
平成23年5月に土砂災害防止法の一部改正を受けて、
高度な技術を要する土砂災害（河道閉塞、火山噴火）に
ついては、国土交通省が被害の想定される区域・時期の
情報を提供することとなった。
十勝地方（帯広開発建設部管内）は、東西約45km、
南北約100km、面積は10,831.24km2に及び広大な平野であ
り、中～後期更新世に形成された段丘面・扇状地堆積面
が分布する。南西部の日高山脈東山麓は、付加体及び深
成岩からなり、急峻な斜面を呈する。十勝川や利別川上

流の北部では火山岩や付加体から構成され、特に火山岩
地域では地すべり地形が数多く分布する。東部では丘陵
（堆積岩）が発達している（図-1）。
十勝地方においても、深層崩壊跡地（図-2）や地すべ
り地形（図-3）が数多く分布していることが分かってい
るが、大規模土砂災害に関する災害の記録が少なく、広
大な流域における天然ダムの発生危険度や、その対応方
法が課題である。
このため、帯広開発建設部管内における大規模土砂災
害への対応を迅速かつ確実に実施することを目的として、
十勝地方において、天然ダム発生リスクを検討し、天然
ダム発生危険度の評価を行った。
危険度評価結果を基に、天然ダムを想定した災害シナ
リオや関係機関協議と連携した災害対応策の検討を行う
ことによって、大規模土砂災害に対応したタイムライン
（案）を検討した。

図-2 深層崩壊危険度マップ1) 図-3 北海道の地すべり地形2)
図-1 十勝地方の地質図
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2. 十勝地方における天然ダム発生危険度評価
(1) 天然ダム発生リスクの検討
天然ダム発生に関する特性を把握するために、十勝地
方の「地すべり地形」、「深層崩壊跡地」、「河道狭窄
部」、「保全対象」及び「災害履歴図」等の分布状況を
基礎資料として整理し、天然ダムの発生リスクが存在す
るエリアを抽出した。その上で、本検討では個々の地形
（地すべり地形）に着目し、①天然ダム形成条件（地す
べり深さ、川までの距離及び河道との合流角度等）によ
る危険箇所の絞り込み、②天然ダム決壊時の被害規模
（決壊ピーク流量及び保全対象）に関する指標を基に天
然ダム発生リスクを有するエリアにおける危険度評価
（A～Cランク分け）を行った（図-4）。

(2) 天然ダムの形成条件に関する指標
過去の災害事例等を踏まえると、地すべりにより天然
ダムが形成されるタイプとしては、地すべりが土塊のま
ま動く場合（タイプ1）と地すべり土塊が流動化する場
合（タイプ2）の2タイプが想定される。このうち、タイ
プ2に関しては、地すべり土塊が流動化して長距離移動
を伴う事例はあるものの、地形・地質等だけでなく、誘
因となる降雨条件等のさまざまな影響を大きく受けるも
のと考えられ、発生頻度は低いものと推定される。

a) 地すべり土塊が河道閉塞させる場合の抽出条件
地すべり土塊が崩落し、河道を閉塞させるタイプは、
「地すべり深」と「川までの距離」を指標として抽出し
た。天然ダムの高さが、緊急調査対象となる20m以上と
なる可能性として、地すべり深（ブロック幅の1/7）が
20m以上である箇所を抽出対象とした。この考え方は、
「地すべり対策事業の費用便益分析マニュアル（案）」
4)
に基づいている。また、地すべり土塊が河道を閉塞す
る条件として、川幅が地すべり長より短い箇所を抽出対
象とした。なお、土砂災害防止法に基づく地すべり区域
の警戒区域は、最大250mとされているため、本抽出で
も川幅の最大長を250mとした。（図-5）
b) 地すべり土塊が流動化する場合の抽出条件
地すべり土塊が流動化し、長距離移動を伴って河道を
閉塞させるタイプは、「地すべり深」と「河道との合流
角度」を指標として抽出した。地すべり深については、
タイプ1（図-5）と同様の考え方で抽出した。河道との
合流角度については、過去の天然ダムの形成・非形成の
事例より、崩壊土砂の合流角度が50度より小さい場合は、
河道を閉塞せず土石流化し、天然ダムが形成されにくい
（図-7）。このため、合流角度が50度以上の箇所を抽出
対象とした（図-6）。天然ダムの形成条件に関する指標
の計測方法の事例を示す（図-8）。天然ダム発生リスク
が想定されるエリアの個々の地すべり地形に、この計測
方法を適用した。
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図-4 天然ダム発生リスクの検討フロー
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図-8 各指標の計測方法の例

地すべり土塊が河道を閉塞させる場合の条件と地すべ
り土塊が流動化する場合の条件により抽出した地すべり
地形数を示す（表-1）。
各エリアとも地すべり地形の９割以上で天然ダムの発
生危険箇所として抽出された。
表-1 天然ダムの形成条件による危険箇所の絞り込み結果
図-5 地すべり土塊が河道を閉塞させるタイプ

図-6 河道との合流角度

図-7 天然ダム形成・非形成事例4)

(3) 天然ダムの決壊時の被害規模に関する指標
抽出された地すべり地形に対し、天然ダム決壊時の被
害規模に影響を与える指標として、｢決壊ピーク流量｣と
｢決壊時に影響を受ける保全対象｣に着目した。決壊ピー
ク流量に関しては、一般に用いられているCosta式5)によ
るピーク流量（図-9）をもとにランク分けを、決壊時に
影響を受ける保全対象については、想定箇所より下流の
保全対象分布状況によってランク分けを行った。
上記2つの指標を基に総合評価を行い、各地すべり地
形を3ランクの危険度（A～C）に分類した（図-10）。
(4) 十勝地方における天然ダム発生危険度評価結果
十勝地方における天然ダムの発生危険度評価結果を示
す（図-11）。この結果より、十勝地方において、北東
部エリアおよび東部エリアに危険度が高い地点が密集し
ていることがわかる。また、北部エリアにも河道閉塞の
可能性がある地点が数多く認められるが、保全対象が少
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ないこと、あるいは、想定箇所から保全対象までの間に
ダムが分布している箇所もあり、危険度としてはあまり
高くない結果となっている。これらのうち、特に河道閉
塞の可能性がある地点が多く、危険度も高いエリアとし
て十勝地方の北東部を対象として周辺状況等も考慮して、
災害シナリオ検討を行った。

【Costa 式】Qmax = 6.3 × H1.59
（Qmax:ピーク流量、H:天然ダムの高さ）

図-11 天然ダム発生危険度評価結果

図-9 ダム高と決壊ピーク流量の関係

3. 災害シナリオ及び災害対応策の検討
(1) 天然ダム想定箇所と災害シナリオ
天然ダム発生リスクが高いと判定された地すべりのう
ち、現地調査により現在も下部ブロック末端部の崩壊等
が認められるなど活動的であり、河道部が狭窄部となっ
ている箇所を災害シナリオ検討箇所として抽出した（図
-12，写真-1）。災害シナリオの検討では、現地調査を
もとに地すべりの深さや範囲を推定し、想定される崩壊
規模と天然ダムの規模の想定（高さ35m）（図-13）や、
地形図に基づく湛水容量や湛水範囲の検討を行った。ま
た、想定される天然ダムの氾濫解析を実施した結果、天
然ダムを原因とする土石流により被害の生じる恐れのあ
る時期は３２日後となり、氾濫影響範囲は市街地に到達
することがわかった（図-14）。

図-10 総合評価結果
図-12 想定シナリオ箇所
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議された。この協議で抽出された課題について以下に列
挙する。

図-13 想定横断図

(2) 関係機関協議
天然ダムによる大規模土砂災害を想定したシナリオと
対応策の検討結果を基に、国の緊急調査実施内容や各段
階における各機関の対応や連絡体制等を確認することを
目的に関係機関協議を実施した。参加機関は、帯広開発
建設部、池田河川事務所、帯広建設管理部（足寄出張
所）及び自治体である。また、想定箇所の合同現地調査
を実施し、大規模土砂災害の危険性について共通認識を
図った（写真-2，写真-3）。関係機関協議の中では、想
定箇所を含む周辺地域の管轄機関、災害発生時における
各機関の情報収集・伝達状況及び避難対応等の話題が協

・ 河川の管理区間や国有林等の管理者が複数にわた
る場合には、管轄範囲を事前に把握しておくこと
が重要である。
・ 現地で関係機関が集まることのできる場所は、役
場等では手狭なので前線基地として機能できる場
所をあらかじめ想定しておくことが重要である。
・ 大規模な災害復旧であれば道や市町村での対応は
難しく、国への要請が必要となる。その場合には、
国土交通省か林野庁のどちらに要請すればいいの
か確認しておく必要がある。
(3) 大規模土砂災害に対応したタイムラインの検討
災害シナリオ及びその対応策を関係機関（合同現地調
査及び協議）と連携してとりまとめ、各機関や住民等の
対応一覧について時系列的な整理を行い、大規模土砂災
害に対応したタイムライン（案）を作成した（表-2）。

写真-1 河道狭窄部の状況

写真-2 地すべり地形の現地確認状況

図-14 ＱＵＡＤ－Ｌ計算結果

写真-3 北海道や自治体との協議状況
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表-2 大規模土砂災害に対応したタイムライン（案）

4. おわりに
本報告は、十勝地方において大規模土砂災害が発生す
る危険箇所を把握し、関係機関との協議を行い、対応策
の検討結果を示したものである。
この結果、十勝地方の各流域において大規模土砂災害
の発生しやすい箇所を事前に把握しておくことが危機管
理を行う上で重要であり、今後、災害時に機動的に対応
するためには、日頃から防災担当者の顔が見える関係を
構築しておくことや、関係機関や住民等への対応を時系
列で整理し、課題を把握して危機管理行動計画に反映し
ていくことが重要であると考える。

このため、今後も継続して大規模土砂災害（天然ダ
ム）発生時における警戒避難に対して、各機関の情報共
有や連携体制の強化を図る必要がある。
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