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帯広開発建設部における
大規模土砂災害に対する取り組みについて
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大規模な土砂災害が急迫した場合、国が行う緊急調査や土砂災害緊急情報の通知は、高度な
専門知識及び技術が必要であり、平時より大規模な土砂災害に即応できる危機管理体制の強化
が急務となっている。
本報告は、十勝岳の噴火による降灰後の降雨を起因とした泥流を想定し、大規模土砂災害発
生時の初期対応や緊急調査などの危機管理行動計画を策定した取り組みについて報告するもの
である。
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1. はじめに
我が国は、地理的条件から梅雨前線、台風による大雨
の影響を受けやすく、また、国土も海洋プレートと大陸
プレートの境界に位置しているため火山活動および地震
が多発し、1994年から2003年までのマグニチュード6以
上の日本近海の地震発生回数は220回で、世界全体に占
める22.9％に達している。このように我が国は、大雨や
地震が多発する上に急峻な地形が多く、土石流、地すべ
り、崖崩れ等の土砂災害が発生しやすい条件下にある。
特に近年の火山活動では、昭和以降代表的な噴火とし
て昭和4年の北海道駒ヶ岳、昭和18年から昭和20年にか
けての有珠山、平成2年から平成7年にかけて雲仙岳、規
模は小さいが被害の大きかった平成12年三宅島、有珠山
の噴火があり、近年では平成23年霧島山（新燃岳）（写
真-1）、平成26年には、御嶽山が噴火しさらに、十勝岳
では噴火警戒レベルが引き上げられる等、火山噴火によ
る大規模な土砂災害が懸念される状況である。

このように、突発的に発生する火山噴火による泥流等
の土砂災害では、ハード対策による防災対応には限界が
あり、土砂災害緊急情報の周知等によるソフト対策を組
み合わせた多重防御により対策を行うことが必要である。
本報告では、帯広開発建設部における大規模土砂災害
時の初期対応や緊急調査などの危機管理行動計画を策定
した取り組みについて報告する。

2. 十勝岳の現状について
(1) 十勝岳の地形
十勝岳（2,077m）は、北海道のほぼ中央部にあり、美
瑛富士（1,888m）・美瑛岳（2,052m）・前十勝岳
（1,790m）・上ホロカメットク山（1,920m）・富良野岳
（1,912m）などの山々がほぼ一列に並ぶ十勝岳連峰の中
心に位置する活火山である。
十勝岳南東の山麓には新得町の市街地が拡がっており、
主要河川の十勝川や佐幌川が南流する（図-1）。
(2) 過去の災害状況
十勝岳の1926年（大正15年）5月24日の噴火では、融
雪型火山泥流が発生し、死者・行方不明者144名を出し
た。北海道内の火山活動に伴う災害としては、20世紀以
降最大の災害である。1962年（昭和37年）には大噴火を
起こし、鉱山作業員5人が死亡した。また、噴煙柱が火
口から12,000mまで立ち上がり、道東一帯の広範囲で降
灰が認められた。1988-89年（昭和63－平成元年）の噴
火では、小規模なマグマ水蒸気爆発と火砕サージ、火砕
流が発生して、住民避難は4ヶ月間に及んだ。

写真-1 霧島山（新燃岳）の噴火1)

Eiji Numata, Kenichi Houmura

(3) 社会環境
山頂火口から約15kmの山麓部にトムラウシ温泉、約
40kmの範囲に新得町の市街地や糠平温泉街、然別湖畔
温泉街が広がる。新得町の市街地付近には、JR根室本線、
道東自動車道、国道38号等の重要交通網が走っている。

◎ トムラウシ温泉

美瑛岳

このため、大規模な土砂災害が急迫している状況にお
いて、市町村が適切に住民の避難指示の判断等を行える
よう、国または都道府県が緊急調査等を行い、土石流に
よる被害の想定されている区域・時期の情報を土砂災害
緊急情報によって提供すること、また、高度な技術を要
する土砂災害については国、その他の土砂災害について
は都道府県と、役割や関与を明確にするよう、土砂災害
防止法の一部が改正され、平成23年5月1日に施行された。
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4. 大規模土砂災害危機管理計画について
火山噴火時における大規模土砂災害の緊急調査を迅
速・的確に実施するためには、危険渓流の評価、平常時
における調査、解析技術の習得、さらには関係機関の連
携体制の確保や職員の技術力向上が重要である。
このため、初期対応や緊急調査の危機管理対応につい
て検討を行った。

図-1 十勝岳南東部の流域状況

3. 土砂災害防止法の改正について
土砂災害防止法（正式名称：「土砂災害警戒区域等に
おける土砂災害防止対策の推進に関する法律」）とは、
土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれ
がある区域について危険の周知、警戒避難体制の整備、
住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフ
ト対策を実施する法律である。
しかし、平成16年の新潟県中越地震、平成20年の岩
手・宮城内陸地震において土石流による大規模な河道閉
塞が形成された際に、住民に避難指示する市町村が、そ
の判断の根拠となる情報を入手する技術の不足により、
国または県の技術的支援が必要だったこと、また、国や
都道府県の役割や関与が不明確だったことが課題として
明らかになった。

(1) 緊急調査範囲の検討
a) 降灰範囲の想定
十勝岳では1962年の噴火実績により火口からおよそ
30km東方向に降灰厚1cmの範囲が及んでいることから
（図-3）、この範囲を360度に展開して、十勝岳火口か
ら半径30kmの範囲を降灰影響範囲として設定した。

図-3 1962年噴火時の火山灰の堆積範囲3)

b) 保全対象のある渓流の抽出及び現地調査
河床勾配10°以上の流域を有し、保全対象のある渓流
を30渓流抽出した。また、抽出した渓流は現地調査を行
い、保全対象及び氾濫の危険性など現地の詳細な状況を
把握し渓流毎に整理した。

図-2 緊急調査の要件2)
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(2) 緊急調査の実施計画
a) 降灰調査
降灰調査地点の選点5)については、火口から10km以内
では2km程度、それ以遠は5km程度を基本とした。
降灰調査は早急に実施する必要があるため、道路状況
を考慮した調査地点を選定し、迅速な対応が出来るよう
配慮した。短時間で調査を行えるよう車でアクセス可能

な地点を前提として、以下の視点で選定した。
①平坦な人工地盤（コンクリート等）、人工物地点
②調査地点の条件確認（道路の種類、駐車スペース、上
空視野、地表状況等）
③人工物がない場合は自然地盤等
緊急調査による降灰調査の結果は、各調査地点の層厚
を確認しながら降灰1cmとなるラインを引き、降灰によ
り土石流による被害のおそれが高まっている渓流を特定
することが重要である。
b) 浸透能調査
降灰が積もった地面では、雨水が浸透しにくくなるた
め、地表面に流水が多量に発生し、泥流や土石流が発生
しやすくなる（図-5）。また、噴火が繰り返され複数回
の降灰があるときは都度調査を行う。降灰終了後も継続
的に調査することによって、現状の浸透能と同程度にな
れば降灰に伴う泥流や土石流の発生はほぼ無いと考えら
れるため、緊急調査終了の判断材料の一つとなる。
抽出された渓流の代表地点で浸透能調査を実施した。
試験方法は降灰後、早急に実施する必要があるため、簡
便でかつ使用資機材が少ない「冠水型」を選定した（図
-6）。直径10cm長さ15cmの円筒を落ち葉等を取り除いた
地表面に土層を乱さないよう7～8cm程度挿入して水を
注ぎ、浸透して無くなるまでの時間を数回計測し、一定
になった時の水位降下量が結果となる。

図-5 浸透能低下の仕組4)

現状の浸透能調査結果により、地質ごとのおおよその
浸透能分布やそのバラツキを把握することができ、降灰
後の調査時に比較する際の参考となる。特に十勝岳周辺
の渓流では深成岩・付加体が多く分布し、他の地質と比
較すると浸透能がやや大きい傾向である（図-7）。

図-4 降灰調査選点箇所
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図-6 冠水型の浸透能調査

地質別浸透能の分布

c)氾濫シミュレーション
緊急調査の要件である10戸以上の保全対象がある渓流
について降灰1cm以上を仮定し、緊急調査に用いられる
「火山噴火による土石流氾濫シミュレーションプログラ
ム（QUAD-V）（（独）土木研究所）」を試行した。実
際に緊急調査が実施された場合、シミュレーション結果
（想定氾濫区域図）は土砂災害緊急情報として都道府県
及び市町村へ通知する。
(4)火山監視計画の検討
十勝岳の火山監視機器の設置状況について、北海道・
気象庁・大学などが所管する機器を含めて現状を把握し
た。十勝岳の東側では火山監視機器がほとんど整備され
ていない現状を踏まえ、噴火時に火山監視するための移
動衛星通信車臨時観測地点及びCCTV配置について、現
地での眺望を考慮し、候補地点の抽出を行った。
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図-7 地質別の浸透能調査結果

図-9 火山監視候補地の例

図-8 浸透能調査地点と地質区分
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(5) 大規模土砂災害危機管理計画（案）の策定
前項までの検討結果と対応人員配置、情報連絡体制、
必要資機材なども取り入れて、大規模土砂災害危機管理
計画（案）としてとりまとめた。
危機管理計画の構成は河道閉塞及び火山噴火における
危機管理計画の総説及びその解説を記した「本編」と十
勝岳の噴火をとりまとめた「火山噴火編」とした。
「火山噴火編」では、土砂災害防止法に基づく緊急調
査時に実施すべき事項や体制、関係機関との連絡先など
の取りまとめに加え、緊急調査時の各調査の考え方や実
施方法を整理し、火山噴火時には危機管理計画書をもと
に実働できることに配慮した。

また、噴火警戒レベルに応じた防災体制・実施事項の
整理の必要性が挙げられたほか、緊急調査項目に関する
講習会、訓練等の実施、雌阿寒岳に関する情報等の把握
が今後の課題として挙げられた。
(3) 危機管理行動計画への反映
上記の課題を踏まえて、緊急調査の地点把握、移動経
路の確認及び調査技術の習得を図るために、防災担当職
員を対象にした訓練を継続的に行う必要がある。また、
危機管理行動計画の内容を事前に習熟し、常に最新の技
術や知見を加えて、見直しを行っていく必要がある。

5. 火山噴火を想定した危機管理演習について
火山噴火が発生した場合には緊急調査を実施し、土砂
災害緊急情報を都道府県及び市町村へ通知、また一般へ
の周知が責務となったことから、緊急調査の手続き、調
査手法の実務習熟が必要である。そのため、雌阿寒岳の
火山噴火を想定して帯広・釧路・網走の開発建設部が一
同に集まり、合同訓練を実施した。
(1) 訓練の概要
訓練は、雌阿寒岳噴火シナリオとして、降灰量が少な
く、緊急調査の要件を満たさない（小噴火）と土砂災害
緊急情報の通知が必要となる（中～大噴火）を想定した
対応についてDIG形式により実施し、各開発建設部間や
気象台等の関係機関との連携の課題を検討した。
訓練では、室内にて図上訓練（写真-3）や雌阿寒岳南
東部の現地にて浸透能調査の技術習得や火山監視機器の
設置状況等を確認した。

写真-3 図上訓練状況

6. まとめ
大規模土砂災害の危機管理対応として、帯広開発建設
部では土石流の氾濫解析、危機管理計画の策定、監視体
制の強化に取り組んでいる。
今後は、十勝岳を想定した火山噴火の危機管理行動計
画（案）が速やかに実施されるように、継続した緊急調
査の技術研鑽や火山噴火に備えた解析技術の向上
（QUAD-Vの事前試行計算など）を進め、保全対象施設
のリスク把握等、日常から危機管理対応の防災力を向上
させていくことが重要である。
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