報 告

北海道胆振東部地震での被災体験
五十嵐

尚陽

・キャンプ用のLEDランタンで自宅内の明かり取り

１．はじめに

をする。
平成30年9月6日午前3時7分に発生した北海道胆振東

・外が騒がしいので戸外へ出てヘッドランプで屋外を

部地震によって、札幌市清田区里塚地区の一部の宅地

確認したところ、被災箇所は自宅周辺に集中してお

は液状化現象に伴う大規模な土砂流失により多大な被

り、液状化現象で隣の家屋がかなり傾き（写真－

害を受けた。このことにより、同地区にある筆者の自

1）、自宅前のポプラ公園は中央部が大きく陥没し

宅も被災した（図－1）。

ていた。

このような経験をすることは滅多にないと思われる

・自宅前側の道路境界にも基礎が見えるほどの亀裂を

ため、筆者自身が体験した地震発生直後から避難所生

確認する（写真－2）。ポプラ公園の南西側に隣接

活が落ち着くまでの行動や経過、当時の被災状況等に

する実家の状況確認に向かうが、実家の手前の道路

ついて、簡単ではあるが報告するものである。

が大きく陥没しており実家の庭には多数の亀裂が

なお、被災原因や被災地の復旧方法等については各

あった。

専門分野の方々が執筆されているので、本報告では触
れないこととする。

写真－1 自宅右隣の家が傾斜（9/6 3:37撮影）
停電により真っ暗なので、自動車のヘッドライトの明かり
でなんとか撮影する。
図－1

被災箇所、避難所位置（国土地理院地図に加筆）

２．地震発生直後の自宅周辺の被災状況
地震発生から避難所へ避難するまでの状況や経過等
については、次のとおりであった。
・地震発生直後に停電して照明が点かないため、自室
にあった登山用に使っているヘッドランプで家の中
を確認したところ、自宅内はコップ一つ割れておら
ず、屋外も暗かったため地震の被害はそれほどでも
ないと考えた。
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写真－2

自宅前側の亀裂（9/6 4:05撮影）
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写真－3 自宅裏側の状況（9/6 4:42撮影）
写真左奥に見える家屋が自宅。傾いて上部が接触している
家屋の敷地は旧河川跡を盛土した箇所であり被害が大き
い。

写真－4 中通りの状況（9/6 4:42撮影）
道路下の上水道管が破損したことにより溢れた水道水が路
面を流れ（写真奥から手前方向）、左家屋の前を洗掘しな
がら旧国道方面（写真左方向）に流下している。

・実家の母親の無事を確認後、実家隣にある弟宅の状

写真－5 旧国道へ抜ける市道の状況（9/6 4:42撮影）
道路が陥没し、奥に見える乗用車が液状化現象で流出した
多量の土砂に埋もれている。

写真－6

自宅前にあるポプラ公園をはさんで反対側の道
路の状況（9/6 4:47撮影）
地下河川（三里川ボックス）のマンホールが飛び出たよう
に見えるが、実際は道路が下がっており、マンホールの蓋
の位置が被災前の路面の高さである。

かった。

況を確認（弟宅は9月4日にリフォームが完了し、地

・夜が明けて明るくなってきたので、再度、自宅周辺

震発生当日は引っ越しを予定していた。なお、リ

を広範囲に確認した。自宅裏に大小傾いている建物

フォーム中の仮住まいであった北広島市並木町の住

が多数あった（写真－3）。

宅も被災した）。

・国道36号線と旧国道をつなぐ中通りは、路面下の上

・時間とともに地盤沈下が進んでいるため、近隣の被

水道管の破損により溢れた水道水で川のような状態

災した家屋のガラスの割れる音等の破壊音が断続し

になっており、その水が旧国道方面に流れているの

て暗闇の中に響いていた。

を確認した（写真－4）。また、そこから旧国道方

・自宅周辺の地盤沈下が進むと自宅駐車場から自家用
車を出せなくなる恐れがあるため車を移動させた。

面に抜ける市道が、多量の流出土砂で埋もれている
のも確認した（写真－5）。

右隣の家の車は地面の亀裂の上にコンパネを敷いて

・自宅前にあるポプラ公園の反対側の道路も大きく沈

なんとか車庫から出せた。もう少し遅ければ、地盤

下していた（写真－6）。自宅前の道路は時間の経

沈下による亀裂と傾斜で車を出すことは不可能で

過とともに地盤沈下が進み、地震発生時より大きく

あった。

沈下していた（写真－7）。ポプラ公園についても

・避難所は決まっていないが、避難用に荷物をまとめ
始める。何を持って行けば良いのか、頭が回らな
86

敷地が大きく変状していた（写真－8）。
・自宅近くのアパートに設置されていたプロパンガス
寒地土木研究所月報
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写真－7 自宅前道路の変状（9/6 4:53撮影）
被災前の道路は、通行人の立っている場所から奥に見える
ワンボックス車両のヘッドライト辺りまで水平であった。

写真－9

３．１

自宅に貼られた判定ステッカー

避難時の持ち物について

避難所に避難する際の持ち物については次のとおり
であった。
・最低限のものとしたいが、何が必要なのかの判断が
上手く出来なかったため多めの持ち物となってしま
い、自家用車のトランクは一杯になってしまった。
・家族は全員リュックサックを使用し、着替えや貴重
写真－8 自宅前の公園の状況（9/6 4:58撮影）
被災前の公園の敷地は、写真右奥のジャングルジムの後ろ
にある植え込みの地面の高さと同程度で水平であり平坦面
であった。

・リュックサックを使用することにより両手が空くた

ボンベ4本の集合配管が地面の崩落で外れたため、

・自身のリュックサックの大きさは登山で使用してい

多量のプロパンガスが一気に放出された。周囲には

る30リットルのもので、装備していたものは日頃か

ガスの臭気が漂い、火災発生の恐れに住民は騒然と

ら使い慣れており避難生活で役に立った。（装備：

なった。

ヘッドランプ、クッカー、レインウエア、ガスバー

・自宅の屋外灯油タンクのコック、プロパンガスボン
ベのバルブ、水道栓を閉じ、電気ブレーカーを落と

品等を運んだ。
め荷物を多く持てること、傘の利用、携帯電話の使
用が出来る等便利であった。

ナー、行動食、ファーストエイドキット、等）
・避難所の生活空間は体育館の床に毛布や寝袋を敷く
程度なので、持参したキャンプ用の小さな折りたた

した。
・自家用車にて最寄りの避難所（子供が通っていた小

みテーブルでも十分役に立った（写真－10）。

学校）へ避難する（図－1）。
・国道、道道、市道の全ての信号機が停電のため消灯
していたが、交差点での交通の混乱は無かった。
・翌日には自宅に札幌市で実施した応急危険度判定の
結果が貼り付けられ、筆者の自宅は最も危険度の高
い“危険”（赤紙）に区分された（写真－9）。
３．避難所での生活
地震の発生した9月6日から避難所（平岡南小学校）
での避難生活が始まった。
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写真－10

折りたたみテーブルの食卓
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３．２

避難所にて

避難所での避難生活の状況については次のとおりで
あった。
・基本、避難所では食事と就寝をおこない、昼間の明
るい時間帯はほぼ自宅の整理等で被災した住宅地に
通っていた。
・避難所内の生活空間には、起きているときも寝てい
るときも、私的な空間は存在しなかった。「ここは
大きなバンガローでテントを立てないキャンプをし
ている」と思いながら過ごした（写真－11）。

写真－12

避難所に持ち込むため食材を屋外で調理

・停電により自宅の冷蔵庫内に食材の保存ができない
ことから、簡単に調理できないものは廃棄し、簡単
に調理できるものは屋外でカセットコンロを使い調
理して避難所に持ち込んだ（写真－12）。
・避難所となった小学校には非常食が備蓄されている
ため食べ物には困らなかったが、アルファ米のご飯
等の主食のみであったので、調理して持参した食
料、缶詰は副食として役に立った。また、日にちが
経つにつれて支援物資が届くようになると食卓は賑
やかになり、世の中が順調に回復していくのを感じ
た（写真－13）。
・避難所の隣にある児童公園の水飲み場は使用できた

写真－13

避難所入所から2日後の朝食

ため、そこで洗顔や歯磨きをおこなった（写真－
14）。まるで、キャンプ生活をしているようであっ
た。
・被災直後は入浴および洗濯が出来なかったため、入
浴、洗濯は被害の軽かった札幌市中央区の叔母宅で
おこなった。
・地震発生から2日後に、札幌市真駒内駐屯地の陸上
自衛隊（第11旅団第11後方支援隊補給中隊）によ
り、避難所である平岡南小学校のグラウンドに仮設
浴場「藻岩の湯」が設置された。翌日入浴させて
貰ったが、湯船のお湯と隊員の声かけの温かさは涙

写真－14

避難所の隣にある公園での洗顔等の状況

が出るほどありがたかった（写真－15）。

写真－11
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避難所での生活空間

写真－15

仮設浴場「藻岩の湯」に向かう筆者の家族
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・避難所となった校舎のポンプが停電で作動せず、水

・カセットコンロ等の火気の使用については、屋内で

道水が出ないため、トイレの水を流す場合は汲み置

は停電のため換気が出来ないことと、水道も止まっ

きしてあるバケツの水を使った。トイレ内は日中も

ているため、余震により火災が発生した場合に消火

暗いため、照明として懐中電灯を使用した。

活動が出来ないことから屋外での使用に限定した。

・地震発生当日の夕方には民間会社の支援でコンテナ

・家屋の倒壊等が起きた際に、火災の原因となりそう

型の仮設トイレが屋外に設置され、発電機を使用し

な屋外灯油タンク内の灯油の回収、プロパンガスボ

た明かりと簡易水洗で快適になった。

ンベの回収は、早めに業者に依頼しておこなわない

・避難所のある地区は停電で使用していた携帯電話会
社の基地局の機能が停止し、停電が解消されるまで
電話がつながらない状態だった。

といけない。
・被災地には不特定多数の人々が興味本位で集まりや
すいので、不逞の輩による盗難や放火に十分気をつ

・避難所は里塚地区の周辺に何箇所か開設されていた

ける。（実際に自宅の裏まで入り込み写真を撮る者

が、避難している住民の数が減ったことから避難所

や、来訪者と住民がもめているところを何回も目撃

が統合され、地震発生から5日後に、統合された避

した。）

難所である清田区体育館に移動した（図－1）。

・停電の間は自家用車でテレビを視聴したり、スマー

・布団等の自宅から運び出した荷物は、市営住宅に入

トフォンの充電をしたが、ディーゼル車で満タン

居するまでの間は知り合いの家に預けることが出来

だったこともあり、燃料が足りなくなることにはな

た。

らなかった。また、給油については、ガソリンのみ

・避難所での生活中は、罹災証明の申請、市営住宅へ

が売り切れたガソリンスタンドには客が居なかった

の入居手続き、保険会社の対応、自宅の片付けと荷

ことから、長蛇の列に並ぶこともなく余裕で軽油を

物の運搬、電気・電話・水道・ガス等の各種変更手

入れることが出来た。

続き等々で1日があっという間に終わっていった。

・避難所には色々な支援物資が届けられ、とてもあり
がたかった。その中でも、モバイルバッテリーを十

４．被災した場合の参考として

数台充電できるUPS（無停電電源装置）を搭載した
装置は非常に役に立った。この装置は公共の機関で

今回、被災してみて気がついたこと、分かったこと
は次のとおりである。

も非常時備蓄資機材として導入しても良いと思う
（写真－16）。

・災害避難時には、一般的な防災グッズ、非常時持ち
出し袋等の他に、着替え等の最低限必要な物も普段
から考えておかないと、災害発生時には円滑に用意
が出来ないことが分かった。
・避難所には非常食が備蓄されているが数が限られて
いるため、ある程度の非常食（アルファ米非常食、
缶詰、飲料水等）は自宅にも備蓄しなければいけな
いと強く感じた。
・避難所の食事は「食べられる時に食べておく」と家
族共々心がけるようにし、味や献立等にわがままを
言わず、なるべく多く食べるようにした。しかし、
自分の母親をはじめ周りの年配の方々からは、心労
が蓄積する中で非常食の味では食事が喉を通らない

写真－16 UPS内蔵モバイルバッテリー充電装置
無停電電源装置でモバイルバッテリー（本体に差してある
白い部分）を充電する装置。充電されたモバイルバッテ
リーは取り外して持ち歩くことが出来る。

という声があり、このようなことで体力が落ち、風
邪を引いたりするものなのかと感じた。

・災害時の使用を想定している手回し発電式のＬＥＤ

・地震災害の発生直後はもとより、給水活動が始まっ

ライトやラジオは、発電時に大きな音が出るので、

ても、簡単に水を手に入れることが出来ないため、

避難所のような静かな場所では、思うように使えな

水を入れた500mlのペットボトルを常に数本リュッ

いことが分かった。避難所では備蓄した乾電池のほ

クサックに入れて持ち歩くようにした。

うが重宝した。
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・避難所の屋内にはペットを入れることができないた

不安がいくらか解消されたと思われる（こう書いてお

め、飼い犬と駐車場で寝泊まりしている避難者が多

けば、筆者が休みのたびに野山で遊び歩くための口実

数みられた。災害時は人間の避難が優先されるが、

にもなるはずである）。

家族同様のペットの避難についても普段から考えな

本報告を作成している平成31年1月時点では、仮住

いといけないと思った。筆者も小鳥を飼っている

まいの市営住宅にて普段どおりの生活を送れてはいる

が、災害の発生した時期がたまたま鳥の過ごしやす

が、被災した自宅については雪解けまで手がつけられ

い季節であったため無事に避難させることが出来

ない状況にあり、依然として復旧の見通しは立ってい

た。寒い季節であれば停電でヒーターがつかず、可

ない。しかしながら被災した地域では、傾いていた家

哀想なことになったであろうかと思われる。

屋の撤去や大きく沈下していた道路が応急的に復旧さ

・自宅を冬期間に長期にわたって無人で越す場合は、
水回りの凍結を防止するため、水道管及びボイラー

れるなど、復興は着実に進んでいるように感じられる
（写真－17）。

の水抜き、台所や洗面台とトイレ便器内のトラップ
部への不凍液の投入が必要となる。

今後は、被災状態から早く立ち直れるように前向き
に努力していきたいと思っている。

・大規模災害用に提供された市営住宅に入居する場

最後に、今回の震災では各方面、色々な方々からの

合、駐車場に駐車できる車両の大きさや台数に制限

温かい励ましや多大なるご支援をいただいた。関係者

があるので、それを超える場合は月極駐車場の契約

の皆様に対し、心から深く感謝する次第である。

等をおこない、車両保管場所を別途確保しなければ
ならない。なお、入居は受付順で決まるため、車両
保管場所の確保が遅れると入居出来ない恐れがあ
る。
５．おわりに
今回の被災体験を通じ、キャンプや登山等のアウト
ドアに常日頃から親しんでおくことは、屋外における
活動やそこで使用する色々な道具に慣れるため、災害
時には非常に役に立つと感じた。また、このことによ
り、心に余裕をつくることも出来て、避難所生活での

写真－17 自宅周辺の応急復旧状況（1/27撮影）
大きく沈下していた道路は応急的に復旧され、自宅右隣の
傾いていた家屋2棟が撤去された。

（参考資料）
参考資料として、地震発生、避難所での生活、札幌市営住宅での生活、通常勤務可能となるまでの筆者の行動等
を時系列で別表に示す。
この表からは、いかに避難所と被災地の自宅を往復していたかが分かる。なお、時刻はスマートフォンアプリの
タイムライン等を参照しているため、正確でないものもある。
別表
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  ⮬Ꮿ
  㑊㞴ᡤ ᖹᒸ༡ᑠ 




ᛂᛴ༴㝤ᗘุᐃࡢ⤖ᯝࠕ͆༴㝤͇ ㉥
Ⰽ ࠖࡢุᐃ㺛㺡㺍㺔㺎ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ
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ུẕᏯ ୰ኸ༊༡㆙ᐹ⨫ ẕぶᐇᐙࡢ㺫㺽㺍㺢 ⊧  ༉ ࢆ㡸ࡅࡿࠋ
㏆ 
ᆅ㟈Ⓨ⏕ᚋࠊ᭱ึࡢධᾎࢆࡍࡿࠋ
 ⮬Ꮿ
 㑊㞴ᡤ ᖹᒸ༡ᑠ 

 

᭶᪥ ᪥ 
 㑊㞴ᡤ ᖹᒸ༡ᑠ 

 ⮬Ꮿ
 㺬㺎㺯㺜㺻㺞 Ύ⏣༊┿ᰤ 
ᕸᅋᅽ⦰⿄ࠊⲴ≀⏝ẁ㺬㺼㺎㺷⟽ࢆ㉎ධࠋ
 㑊㞴ᡤ ᖹᒸ༡ᑠ 

 ⮬Ꮿ
 ▱ࡾྜ࠸Ꮿ Ύ⏣༊㔝  ᕸᅋ➼Ⲵ≀ࢆ㡸ࡅࡿࠋ
 ⮬Ꮿ
 ▱ࡾྜ࠸Ꮿ Ύ⏣༊㔝  ᕸᅋ➼Ⲵ≀ࢆ㡸ࡅࡿࠋ
 ⮬Ꮿ
 㑊㞴ᡤ ᖹᒸ༡ᑠ 
⮬⾨㝲ࡢ௬タᾎሙධᾎࠋ
 ᭶  ᪥ ᭶ 
 㑊㞴ᡤ ᖹᒸ༡ᑠ 
 ⮬Ꮿ࣭ᘵᏯ
 㧗ᰯ ᗈᓥ 
 Ύ⏣༊ᙺᡤ
 㔛ሯ㒑౽ᒁ
 ᐮᆅᅵᮌ◊✲ᡤ
 㧗ᰯ ᗈᓥ 
 ⮬Ꮿ࣭ᘵᏯ
 ᎑ᐇᐙ ༊࠶࠸ࡢ㔛 
 㑊㞴ᡤ ᖹᒸ༡ᑠ 


Ꮚ౪ࡢ୰Ꮫᰯࠊ㧗ᰯ㏻Ꮫࡢ‽ഛࡢࡓࡵࠋ

㛗ዪ㧗ᰯ㏻Ꮫ㏦ࡾࠋ
⨯⅏ド᫂⏦ㄳᡭ⥆ࡁࢆࡍࡿࠋ
㒑౽≀ࡢ㌿㏦ࡘ࠸࡚┦ㄯࠋ
⮬Ꮿ➼ࡢ⌧≧ࢆሗ࿌ࠋ
㛗ዪ㧗ᰯ㏻Ꮫ㏄࠼ࠋ
㺫㺽㺍㺢 㺜㺕㺜㺐㺐㺻㺘  ⩚ ࢆ㡸ࡅࡿࠋ


 ᭶  ᪥ ⅆ 
 㑊㞴ᡤ ᖹᒸ༡ᑠ 

 ⮬Ꮿ࣭ᘵᏯ
୰Ꮫ࣭㧗ᰯ㏻Ꮫ‽ഛࠋ
 㧗ᰯ ᗈᓥ 
㛗ዪ㧗ᰯ㏻Ꮫ㏦ࡾࠋ
 ᮐᖠᕷᙺᡤ
ᕷႠఫᏯ୍⏝௬⏦ㄳࠋ
 ⮬Ꮿ࣭ᘵᏯ
 㑊㞴ᡤ ᖹᒸ༡ᑠ 
㑊㞴ᡤኚ᭦ࡢࡓࡵ∦ࡅࠋ
 㑊㞴ᡤ Ύ⏣༊య⫱㤋 
㑊㞴ᡤࢆ⛣ືࡍࡿࠋ
 ⮬Ꮿ
 ື⏘♫ ㇏ᖹ༊ᖹᓊ  ᭶ᴟ㥔㌴ሙࢆዎ⣙ࡍࡿࠋ
 ⮬Ꮿ
 ᘵᏯ
 㑊㞴ᡤ Ύ⏣༊య⫱㤋  

















⮬Ꮿ
ᕷႠఫᏯ Ύ⏣༊㔛ሯ 

⮬Ꮿ࣭ᘵᏯ
⏨ேᏯ Ύ⏣༊㔛ሯ  ⏨ࢆ㡸ࡅࡿࠋ
⮬Ꮿ
㺵㺎㺰㺻ᗑ Ύ⏣༊㔝 
⿕⅏⪅↓ᩱᥦ౪ࡉࢀࡿࠋ
㑊㞴ᡤ Ύ⏣༊య⫱㤋 


 ᭶  ᪥ ᮌ 


























㑊㞴ᡤ Ύ⏣༊య⫱㤋 
⮬Ꮿ࣭ᘵᏯ
㧗ᰯ ᗈᓥ 
⮬Ꮿ



ᕷႠఫᏯ㺃㞟ᡤ Ύ⏣༊㔛ሯ 

㒔ᕷ㺔㺼㺛Ⅼ᳨ࠋᕷႠఫᏯධᒃࡢㄝ᫂ཷࡅࠋ

㛗ዪ㧗ᰯ㏻Ꮫ㏦ࡾࠋ

㺘㺐㺻㺵㺻㺢㺼㺶㺎 ᗈᓥᕷ᭤ 
ᘵᏯ
ᘵᏯ๓࡛Ὑ℆≀ࢆᖸࡍࠋ
⮬Ꮿ
ᐙ㟁㔞㈍ᗑ Ύ⏣༊Ύ⏣  Ὑ℆ᶵ㺃෭ⶶᗜ㺃㺔㺼㺛ྎ㺃↷᫂ჾල㉎ධࠋ
 㺚㺌㺍㺪㺽 Ύ⏣༊ᖹᒸ  ⏕ά⏝ရ㉎ධࠋ
ᕷႠఫᏯ Ύ⏣༊㔛ሯ 
㺔㺼㺛ྎタ⨨ࠋ
㑊㞴ᡤ Ύ⏣༊య⫱㤋 
➨  ᅇఫẸㄝ᫂ཧຍࠋ

 ᭶  ᪥ 㔠 






































㑊㞴ᡤ Ύ⏣༊య⫱㤋 

⮬Ꮿ࣭ᘵᏯ
㧗ᰯ ᗈᓥ 
㛗ዪ㧗ᰯ㏻Ꮫ㏦ࡾࠋ
⮬Ꮿ
ᕷႠఫᏯ Ύ⏣༊㔛ሯ 

⮬Ꮿ
ᕷႠఫᏯ Ύ⏣༊㔛ሯ 

▱ࡾྜ࠸Ꮿ Ύ⏣༊㔝  㡸ࡅࡓⲴ≀ࡢᘬࡁྲྀࡾࠋ
ᕷႠఫᏯ Ύ⏣༊㔛ሯ 

▱ࡾྜ࠸Ꮿ Ύ⏣༊㔝  㡸ࡅࡓⲴ≀ࡢᘬࡁྲྀࡾࠋ
ᐙ㟁㔞㈍ᗑ Ύ⏣༊Ύ⏣  ↷᫂ჾල  ྕᅜẸ㺝㺗㺍㺢 ࡢ㉎ධࠋ
 㺚㺌㺍㺪㺽 Ύ⏣༊Ύ⏣  
ᕷႠఫᏯ Ύ⏣༊㔛ሯ 

㑊㞴ᡤ Ύ⏣༊య⫱㤋 
㑊㞴ᡤ㏥ᡤࠋ
ᕷႠఫᏯ Ύ⏣༊㔛ሯ 
ᕷႠఫᏯධᒃࠋ
㣗ᇽ Ύ⏣༊⨾ࡋࡀୣ 

⏨ேᏯ Ύ⏣༊㔛ሯ  ⏨ࡢ㏄࠼ࠋ
ᕷႠఫᏯ Ύ⏣༊㔛ሯ 


 ᭶  ᪥ ᅵ 

 ᭶  ᪥ Ỉ 
 㑊㞴ᡤ Ύ⏣༊య⫱㤋 
 ⮬Ꮿ࣭ᘵᏯ
 㧗ᰯ ᗈᓥ 
 ᮐᖠᕷᙺᡤ
  ఫᏯ⟶⌮♫ ୰ኸ༊  す 
 ᐮᆅᅵᮌ◊✲ᡤ
 ᕷႠఫᏯ Ύ⏣༊㔛ሯ 
 㑊㞴ᡤ Ύ⏣༊య⫱㤋 







᎑ᐇᐙ ༊࠶࠸ࡢ㔛 



 ᭶  ᪥ ᪥ 
㛗ዪ㧗ᰯ㏻Ꮫ㏦ࡾࠋ
ᕷႠఫᏯධᒃ୍⏝⏦ㄳࠋ
ᕷႠఫᏯࡢ㘽ࢆཷྲྀࡿࠋ
ᡴྜࡏࠋ
ఫᒃ☜ㄆࠋ


㺦㺍㺢㏻ಙ♫ࡢኚ᭦➼ࠋ
 ᭶  ᪥ ᭶ 




ᕷႠఫᏯ Ύ⏣༊㔛ሯ 

෭ⶶᗜ࣭Ὑ℆ᶵࡢ㓄㐩タ⨨ࠋ

 ᭶  ᪥ ⅆ 




㏻ᖖົ㛤ጞ

五十嵐 尚陽
IGARASHI Takaharu
寒地土木研究所
研究調整監付
総括研究監付・企画室
（併任）
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