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大規模な土砂災害が急迫した場合、国が緊急的に実施する緊急調査や減災のための対策は、高
度な専門知識及び技術が必要であり、平時より対応の検討、技術の研鑚など、大規模な土砂災害
に即応できる危機管理体制強化のための取り組みが急務となっている。
本件は、帯広開発建設部管内において大規模土砂災害の発生を想定した、初期対応、応急対策
などのための大規模土砂災害危機管理計画策定の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。
さらに山間地や傾斜地、またはその周辺の都市
化等による土地利用が進み、昭和 42 年から平成 16
年までの土砂災害による犠牲者は、自然災害にお
ける犠牲者の割合の 43％を占めている。
特に近年は、平成 16 年の新潟中越地震、平成 20
年の岩手・宮城内陸地震では大規模な河道閉塞が
発生するなど、地域に大きな影響をもたらした。

写真-1

岩手・宮城内陸地震時に発生した河道閉塞
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突発的な大規模土砂災害については、ハード対
策での防災には限界があり、河道閉塞箇所の上流
の湛水被害や、下流への土砂災害などの二次災害
を防止し被害を防ぐため、危険箇所の把握、緊急
時を想定した訓練・調査の実施体制、それに必要
な技術・能力の向上、さらに関係機関との連携強
化など、日常から取り組む必要がある。
本報告では、帯広開発建設部における大規模土
砂災害危機管理計画策定に関する取り組みについ
て報告する。

2.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が不
足しており、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。

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、浸水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などによって提供する
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。
これまでに、平成 23 年に九州の霧島山（新燃岳）
火山噴火、平成 24 年の新潟県上越市地すべり、紀
伊半島奈良県和歌山県で発生した河道閉塞におい
て法改正に基づく対応をしている。

を対象として、河道閉塞に伴う大規模土砂災害発
災時に円滑な初動体制を構築し適切・迅速な対応
を図るため、大規模土砂災害危機管理計画を検討
した。

写真-4

奈良県熊野川（十津川）河道閉塞

帯広開発建設部管内は、東部は日高山脈、北部
は大雪山系、西部は白糠丘陵に囲まれ南は太平洋
に接する地震多発地域であるとともに、管内面積
は約 10,800km2 と広域であり、地質特性等を勘案
して管内の土砂災害特性区分（表-1）の整理を行
った。
表-1

十勝管内の土砂災害特性区分

各エリアの災害特性
写真-2

写真-3

霧島山（新燃岳）火山噴火

新潟県上越市地すべり

3.大規模土砂災害危機管理計画検討
平成 23 年 9 月、紀伊半島において台風 12 号の
通過に伴う豪雨により大規模な土砂崩壊が発生し、
河道閉塞(天然ダム)が多数形成された (写真-4)。
このような大規模土砂災害に対し、国が実施する
緊急調査や土砂災害緊急情報の提供を円滑・迅速
に実施するため、平時からの危機管理計画の検討
や資機材の備蓄等が重要となる。当部では昨年度、
このような大規模土砂災害に対する備えとして、
帯広開発建設部管内全域(以下、十勝管内という)
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北部(十勝川本川上流域)
①火山岩および付加帯 ②急勾配と緩勾配の地域が混
在し、降雨特性が類似 ③大規模な地すべり地形が火
山岩分布域に分布 ④糠平温泉郷や三股では保全対象
近傍に地すべり地形が分布 ⑤南喜登牛集落上流の美
里別川沿いに中規模の地すべり地形が集中
北東部(利別川上流域)
①西側に火山岩、東側に堆積岩 ②全体的に勾配が緩
く、降雨特性が類似 ③陸別市街地上流および上足寄
上流域に小～中規模地すべり地形が集中、保全対象と
の距離が近い
東部(利別川中～下流域)
①堆積岩類 ②全体的に緩勾配だが白糠丘陵西側でや
や急勾配 ③本別川幽仙峡付近、留真川、常室川、瀬
多気川に小～中規模地すべり地形が局所的に集中 ④
白糠丘陵には直線的な地形構造が集中し、地震による
崩壊発生の可能性あり ⑤流路が蛇行し、狭窄部が多
く分布する ⑥十勝沖地震の震源から近く、地震によ
る崩壊の可能性あり
南部(豊頃丘陵)
①堆積岩類 ②豊頃丘陵は周辺の平野部に比べて比較
的急勾配 ③地すべり地形は小規模で河川の流域面積
が小さい ④十勝平野断層帯が分布し地震による崩壊
の可能性あり
西部(日高山脈東山麓)
①付加帯および深成岩類 ②東向きの急峻な斜面を呈
し、降雨特性が類似 ③比較的大規模な地すべり地形
が歴舟川、豊似川に分布するが全体的には少ない ④
地すべり地形が勾配変化のラインに沿って分布、その
上流では川幅が狭い ⑤同ラインは光地園断層の近傍
であり地震による崩壊の可能性あり

(1)十勝管内の土砂災害特性とヘリ巡視ルートの
検討
十勝管内における土砂災害の特徴、土砂災害発
生可能性の高い箇所、保全対象の分布等を把握す
ることは、大規模土砂災害に対する危機管理計画
を検討する上で重要な基礎情報となる。また、広
域な十勝管内において災害発生状況を迅速に把握
するためには、あらかじめヘリコプターによる巡
視ルートを検討し、巡視における着眼点を整理し
ておくことが肝要である。
そこで、地すべり地形分布、地質、勾配、活断
層分布に着目し、各エリアの土砂災害特性と保全
対象分布を踏まえ、豪雨・地震後のヘリコプター
による巡視ルート(図-1)を検討した。

図-1

者等の情報収集体制と調査・巡視体制について実
施した。
防災体制は、現状では大規模な地震および出水
による災害を想定した体制となっており、大規模
土砂災害や改正土砂法に基づく緊急調査等に対応
した体制となっていない。地震・出水への対応と
大規模土砂災害への対応を同時に実施することも
ありうるため、要員の確保や役割分担を検討して
おく必要があると考えられた。
情報収集体制は、当部及び北海道所管の既存水
文観測施設および CCTV の分布及び機能を整理し災
害発生時に活用できるよう、位置図・諸元表とし
てまとめた。また、発災時に迅速に協定業者へ指
示・対応できるよう、保有する資機材の分布図を
作成した。災害対策用資機材に関して、河道閉塞
に対する緊急調査においては、レーザ距離計や天
然ダムの水位監視のための投下型水位計ブイ、土
砂の二次移動監視のための崩壊検知センサやワイ
ヤーセンサ等、特殊な機材が必要となるため、必
要機材の整理を行った。

土砂災害特性区分図及びヘリ調査ルート

(2)現状の危機管理体制把握
土砂災害防止法の改正を受け、当部における大
規模土砂災害に対する危機管理体制の現状を把
握・整理した。
現状把握は、業務継続計画や災害時行動計画等
の防災体制、水文観測施設・CCTV・災害時協定業
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図-2

危機管理体制の現状把握の例

(災害時協定業者が保有する資機材分布図)

(3)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を、大規模土砂災害危機管
理計画(案)として取りまとめた。計画(案)の構成

は、河道閉塞及び火山噴火における危機管理計画
の総説およびその解説を記した「本編」
、河道閉塞
にかかる管内の地域特性や調査及び対策に関する
資料をまとめた「河道閉塞編」とした。

4.大規模土砂災害対応へ向けた取り組み
当部では、大規模土砂崩壊発生箇所調査として
平成 23 年度に深層崩壊地判読・解析を実施した。
今年度はその成果を活用して、深層崩壊の危険
度が高い渓流の現地調査と災害対策シナリオの検
討、大規模土砂移動検知センサ配置検討を実施し、
大規模土砂災害対応へ向けた取り組みを実施して
いるところである。
(1)深層崩壊地解析
深層崩壊地解析は、平成 21 年度に札内川直轄砂
防区域を、平成 23 年度に音更川上流、
美生川上流、
日高山脈東側を対象に実施した。
図-3 に崩壊跡地の判読結果を示す。黄色のハッ
チングのエリアが、深層崩壊跡地を有する、おお
むね 1km2 程度の小渓流である。音更川上流地区で
は火山岩類の分布範囲に、美生川上流地区では美
生川本流沿いに、日高山脈東側地区では南部の山
麓部に多く深層崩壊跡地が分布する結果となった。
判読範囲で 93 個の跡地が判読され、大きな跡地
では 200 万 m3 以上の崩壊も判読されている。
管内は広域なため、平野部を除いても判読範囲
が多く残っており、今後は、十勝東部を中心に判
読を実施する予定である。

図-3(b)

深層崩壊跡地判読結果(美生川上流)

図-3(c)

深層崩壊跡地判読結果(日高山脈東側)

図-3(d) 深層崩壊跡地判読結果図の主な凡例

図-3(a)

深層崩壊跡地判読結果(音更川上流)
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また、広域な管内の危険度を把握するために、
地すべり地形および土石流危険渓流の分布から、
十勝管内の危険箇所メッシュ(図-4)を作成した。
地すべり地形を含むメッシュ(オレンジ色)、土石
流危険渓流を含むメッシュ(ピンク色)、両者を含
むメッシュ(赤色)の３つに区分した。なお、深層
崩壊地解析検討を実施した範囲については、深層
崩壊地を含むメッシュを太枠にて示した。

写真-5

カムメロベツ深層崩壊跡地の滑落崖

b)中広尾川上流域

図-4

土砂災害危険度評価図及びヘリ調査ルート

(2)深層崩壊地現地踏査
平成 23 年度に判読した範囲のうち、主要な深層
崩壊跡地について、現地踏査を実施している。
a)豊似川支流カムメロベツ川
現地踏査の結果、渓流を閉塞していること、崩
壊斜面と堆積斜面の勾配の差が大きいことから、
地すべりではなく深層崩壊と判断された。
河道閉塞高は、地形図から 100m 級と推測され
大規模な河道閉塞が発生している箇所である。

深層崩壊跡地

深層崩壊跡地の判読の結果、深層崩壊跡地がや
や集中的に認められた日高山脈東側の南部におい
て、比較的保全対象が近い広尾川水系を対象とし
て現地踏査を実施した。深層崩壊跡地は主に中広
尾川と東広尾川に見られるが、現地で河床変動が
より激しく生じていると推察された中広尾川で踏
査した結果、大規模な崩壊跡地が各所に認められ、
左岸側の岩盤には亀裂が発達する箇所もあった。
また、土砂生産・流出が比較的活発であり、崩壊
地からの扇状堆積物や河床変動の痕跡が多々認め
られた。

深層崩壊跡地

地滑り

図-6

渓流を閉塞した痕跡

図-5

カムメロベツ微地形判読図
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中広尾川微地形判読図

(3)大規模土砂移動検知センサ配置検討
地震や豪雨により深層崩壊等大規模な土砂災害
が急迫する状況において、土砂災害防止法に基づ
く緊急調査が不能となる夜間や悪天候時等におい
ても土砂災害が監視可能な大規模土砂移動検知シ
ステム構築を図るため、センサ配置検討、観測局
設計及び設置等を実施している。

写真-6

中広尾川の深層崩壊跡地と扇状堆積物

c)美里別川活込ダム貯水池上流
活込ダム貯水池上流については、空中写真や地
形図では地すべり地形を呈していたが、現地踏査
の結果、地すべりの特徴である亀裂等が認められ
ず、地震により崩壊した可能性が高いと推察され
た。今後新たに崩壊・活動が活発になることは考
えにくい現地状況であったが、直下流に発電所、
美里別川沿いにこのエリアの重要交通網である国
道 241 号線が通っていることから、警戒は必要で
あると考えられる。

上流

下流

写真-7

写真-8

活込ダム上流の空撮写真

活込ダム上流崩壊地跡地の滑落崖
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図-6

大規模土砂移動検知センサのシステム概要図

5.まとめ
大規模土砂災害対応への取り組みとして、当部
では深層崩壊地解析、危機管理計画の策定、監視
体制の強化に取り組んでいる。本報告では割愛し
たが、雌阿寒岳などの火山噴火への対応について
も、現在検討を進めているところである。今後も、
大規模土砂災害対応への取り組みを継続し、危機
管理体制を向上させていきたいと考えている。
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