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平成１９年度災害復旧事業技術研修会講演録 
開催日時：平成 19 年 10 月 16 日（火）    

9 時 20 分～16 時 30 分 

開催場所：松本市 県松本合同庁舎 講堂 

１． 開 会 ・・・島村 武 副会長 

おはようございます。 

大変お忙しい中，技術研修会に多数参加していただきありがとうございます。 

今日は，午前中に長野県土木部にお願いいたしまして「河川及び砂防災害における調査・

設計の留意事項」，そして午後は国土交通省関東及び北陸地方整備局のご協力を得て夕

刻までの長丁場になりますがしっかり勉強していただきたいと思います。それでは，本日の

研修会を開会いたします。 

 

２．  挨 拶 

（社）長野県測量設計業協会 小山 弘倫 会長 

  皆さん，おはようございます。 

平成 19 年度災害技術研修会を開催いたしましたところ，このように大勢の皆さんにご参加い

ただきまして勉強できることを主催者として大変ありがたく感謝いたします。 

 ご案内のとおり私ども長野県測量設計業協会と建設コンサルタンツ協会，補償コンサルタン

ト協会が主催させていただきます内容でご挨拶いたします。 

また今日の研修会の共催ということで大変お世話になります，長野県土木部河川課の課長さ

んはじめ皆さんには御礼申し上げます。 

 今年も長野県では災害がありました。7 月南信，それから 9 月 6 日の台風 9 号によりまして

東信地区が多大なる被害を受けました。現在会員の総力をあげて復興に努力しているところ

であります。今日の研修会には，私ども会員が 110 名余，それから発注機関であります自治

体の皆様が約 60 名ほど参加していただいております。同じ場所で同じ情報で勉強することに

よりまして万一の時にスムースな対応ができるのではないかと思って開催いたしました。一昨

年の同時期にやはりこの会場で同様の研修会を開催したわけですが，不幸にも昨年の 7 月

豪雨災害にお役に立てたと思っております。自負もしております。本日の研修会には国土交

通省関東地方整備局，北陸地方整備局様及び県の河川課の皆様に大変貴重な時間を割い

ていただきまして講演の講師でお願いしてあります。長丁場になると思いますがどうかみんな

で一生懸命勉強していく中で質問等あると思いますがざっくばらんに質問し，万一に備えて身

に付く研修をしていただきたいと思います。開催にあたりまして準備頂きました私どもの技術

委員の皆様，また建設コンサルタンツ協会及び補償コンサルタント協会の皆様に感謝申しあ

げまして御挨拶とさせていただきます。 
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長野県土木部河川課 小平 重登 課長 

 おはようございます。県の河川課長の小平と申します。よろしくお願いいたします。 

今年も上半期が終わりまして下半期に入っていまして事業も最盛期を迎えてお忙しいところ

お集まりいただきまして本当にありがとうございます。昨年は伊那を中心に 7 月豪雨で大災害

がございまして，箇所数で約 2,000 件で決定額約 215 億円でした。今年に入りまして既に１１

の異常気象で約 90 億あまりの被害報告がなされております。特に，台風 9 号の佐久の災害

では 550 ㎜の未曽有の雨がありまして被害が佐久建設事務所管内に集中しているところです。

佐久の災害につきましては，さ来週から 5 週連続で査定が予定されていますので現在県職員

が照査中であり，ならびにコンサルタントの協力を得て査定の受ける準備をしているところで

あります。災害は，大なり小なり毎年必ずあります。過去に「災害は忘れた頃に」というような

ことばがありましたが近年になってそれはもう死語になっています。昨年の 7 月の豪雨，今年

の飯田を中心とした台風 4 号，それから 7 月の豪雨，さらに台風 9 号の豪雨と局地的に雨が

降る状況になっております。こうした異常気象がいつ起こるか分かりませんので，常に準備を

しておかなければならない状況になっています。 

 災害が起こった時は，早期復旧が望まれています。極端にいえば災害が起きてから査定ま

でに 2 か月以内といった事例も出ています。つまり，災害発生から設計書作成まで 1 カ月しか

ないという中で作業を進めていかねばならない状況になっています。災害が起こった時には

まず，迅速な行動をしていただき事務所職員及び測量業者あるいはコンサルタントと一体と

なって対応していかなければ間に合わない状況になっています。例えば，測量について申し

ますと限られた時間の中で最低限何をしなければいけないのかまた，どこを？測点は？など

限られた時間の中でこういったことをおさえて作業に入っていただかなければ場合によっては

時間的に間に合わないというような状況になってしまいます。そういった意味では，現在は自

治体の職員，あるいは測量業者あるいはコンサル等には現場での判断力を求められる時代

になってきています。本日は，長野県測量設計業協会，建設コンサルタンツ協会長野県連絡

協議会ならびに日本補償コンサルタント協会長野連絡協議会との共催でこの講習会が行わ

れることは非常に意義のあることだと思います。午前中は松本建設事務所の職員による講習，

午後には関東地整の防災課長の講習あるいは松本砂防の副所長の講義などがあります。 

せっかくのいい機会ですので是非とも技術力を研鑽して有事の際に必要とされる技術力確保

を目指していただきたいと考えています。本日はよろしくお願いいたします。 
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河川災害における調査・設計時の留意事項 

長野県土木部松本建設事務所 桐沢 善三郎整備課長 

 

 皆さんおはようございます。松本建設事務所の桐沢善三郎でございます。 

本日は，災害復旧事業技術研修会ということでございまして私の演題は「河川災害における

調査・設計時の留意事項」ということでございます。皆さんご存じだとは思いますが災害復旧

事業とはどんなものかについて若干触れさせていただきたいと思います。 

 我々は土木の中で「災害」と言っておりますが，もともと「公共土木施設災害復旧事業費国

庫負担法」という法律が基になっております。この法律は世界でも冠たる法律ではないかと思

っています。公共土木施設が，天然現象によって壊れたものを早期に復旧することを目的に

しています。特に，予算的なものにつきましては通常の土木費は２分の１程度が国庫負担で

すが，災害復旧事業につきましては国が３分の２を負担する法律となっており費用的には恵

まれています。昔から，災害の名目で河川等は整備されてきたというのが現状です。特に，記

憶の中では，昭和３４年の伊勢湾台風（台風７号）による被害が原因で急速に護岸等の整備

がなされたことが最初だったのではないかと思います。異常天然現象とは，雨では 24 時間雨

量 80 ㎜でございます。川については雨量は関係なく警戒水位を超えたときに壊れたものを

「災害」の対象とすることになっています。警戒水位の定めのないものについては護岸高の 2

分の 1 以上の出水があった時の被害に対して「災害」の対象とすることとしています。 

 測量に当たっては，現地調査においてまず確認しなくてはならないものは，原形復旧が原

則ですのでもともと土木施設であることが必要であります。それは護岸，床止等の人工的の

ものであり，天然河岸については対象になりません。たとえば，土羽構造であってもそこに人

的な手が加わって入れば土羽河岸として対象となります。ただ，例外的に天然河岸でも背後

地に公共施設や人家等があれば「災害」の対象となります。また，背後地が休耕地等だある

場合はである程度人の手が入っていない状況の場所は対象外となりやすい。 

河川の場合はＤ．Ｈ．Ｗ．Ｌ（被災水位の最高水位の痕跡）を確認することが必要になります。 

Ｄ．Ｈ．Ｗ．Ｌが確認できない時は確認できるようにする。（？？？） 

施設が壊れたときの被災のメカニズムについて，たとえば護岸の被災が洗掘なのかあるいは

越水なのか等の被災のメカニズムをまず把握することが重要であります。査定時において被

災原因について質問されますがその場合はどういうメカニズムで壊れたのかを問われている

のですし，それによって工法が決定されていることを答えるわけです。 

 机上査定についてですが，起終点はどういう考えなのかが，なかなか分かりにくいことが実

際にあります。起終点をどういう理由で決めたのかをきちんと説明できなくてはならない。 

 測量に関しては，速さが重要です。まず，一カ月以内に査定を終わらせて下さい。それ以上

かかっているものは「災害」として認められないと言われてしまうので速さが求められています。

精度については，特に求めてはいません。通常平面がなければ基本的には見取り図でいい

のですが最近は見取り図のほうが大変になっているようです。発注者側も悪いのかもしれま
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せんが，精度を求めて図面がきれいならいいのかという問題もあります。図面は確かにＣＡＤ

で描いてありきれいですが中味のないものが多いことも現実です。そんなことに時間をかけな

いで早く図面を作りたいという気持ちになればある程度の図面は見取りで描けるはずですし 

だいたい，センチ単位のものは要求していません。 

査定というものは，査定官が行うのですが現地が実際あるのか？ということと，今回の災

害の対象となった異常気象があったのか？，それから申請が合法か否か？を決めるのであ

って大まかな図面があればいいのです。 

逆に精度があって細かい単位の図面は扱いにくくなってしまう。例えば護岸の展開図の場

合，カーブであっても長方形（上下寸法が同じもの）で描いてくればいいのに，上下寸法が違

うもの（実際はこちらが正しい）を描いてある場合などは査定で切られたとき修正に苦労してし

まうことが目立ってきています。発注者側も最初に，図面の精度や程度を伝える必要もあると

考えています。 

 設計にあたっては，災害の基本原則に則って原形復旧を基本としてスタートするわけです

があまり原形復旧にこだわると現地になじまないようなことが起こる可能性もあります。提案

の中で，まず原形復旧にこだわることなく改良復旧できないか？ということを先ず考えてもら

いたい。 

 河川災害につきましては，平成 9 年に河川法が改正されまして従来に比べて環境に配慮す

ることが盛り込まれました。平成 10 年から「美しい山河を守る災害復旧基本方針」が制定され

ました。最初は，人工的なコンクリートの見えるものはいけないということで全国的にブロック

は止めて自然石の石積を一年間やりました。私に言わせると自然石の石張りは確かに見栄

えはいいがコンクリートブロックと変わりはないし動植物に対しては何ら優しいものではないと

考えています。環境に配慮するということは，傷みがなくて動植物が棲みやすいようなもので

共生できることが重要であると考えます。さらに仮設に際しての環境配慮も大切になってきて

います。それでは，パワーポイントで説明していきたいと思います。 

資料（別添） 

(ア) 河川災害における調査・設計時の留意点（災害査定の実例から） 

Ｈ１９災害復旧事業技術研修（長野県 松本建設事務所 平成 19 年 10 月 16 日） 

(イ) 災害復旧事業における留意点（災害事例から）（松本建設事務所 桐沢 善三郎） 

 

 これは，平成１８年７月豪雨の時の松建管内の小曽部川の状況です。市道橋が，一気に流

出しました。この場合は河川の一番狭い所に橋梁が架けてありましてので，復旧時は通常断

面の箇所に橋長を長くして架け替えました。                 （資料①Ｐ．２の説明） 

 これは，上田市の産川の状況です。兼用護岸でしたがもともと河床低下があった場所です。 

どういう被災原因だったのか？また最終的な復旧工法は未確認です。 

 以前から，根固めのためにカーテンブロックを入れる事例が多いのですが，あれはカーテン

とカーテンの間を水が走ってしまい洗掘の原因になりやすいのであまり推奨できる工法では
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ありません。                                    （資料①Ｐ．５の説明） 

 これは，国道１５３号辰野町の徳本水付近の状況です。写真の場合は，流水方向をきちん

と表示し状況が判別できるようにすることが大切です。これは，上流側が平成１６年の災害で

根固めを行っており落差があり，水衝部になっていることから洗掘により被災したと考えられ

ます。                                        （資料①Ｐ．６の説明） 

 これは昨年の災害で伊那市の殿島橋の状況です。この橋は，老朽化していたため歩道とし

て使っていました。被災状況をみると橋脚が下がってしまったように思われます。この橋につ

いては河川管理施設等構造令に違反をしていたので原形復旧ではなくこの災害を機会に新

橋に架け替えました。                            （資料①Ｐ．７，８の説明） 

 昨年の７月豪雨ですが，全国的に雨が多かったわけですが，特に長野県（御嶽山はもともと

雨量が多い）では，多かった。梅雨前線豪雨による人的被害が毎年ありますが，昨年全国で

は３０名の死者ありそのうち１６名（行方不明者１名）が長野県で発生しました。それから，住

家被害も多かったです。                             （資料①Ｐ．９の説明） 

 災害の会計年度は１月１日から１２月３１日でありまして，長野県の場合平成１８年は２１５

億円（２，０２８箇所）で全国２位でした。                   （資料①Ｐ．１０の説明） 

 次に近年の年降水量の変動幅の大きくなっている傾向について説明いたします。 

明治３３年頃の降水量の多い年と少ない年の差は，およそ２００ｍｍ程度でしたが，平成１２

年頃になると７５０ｍｍになっており，渇水時と降水時の変動が大きく極端になっています。 

雨の降り方に変化が生じており，短時間に集中することが増えてきているように思います。 

（資料①Ｐ．１１の説明） 

 次に集中豪雨の頻発であります。 

時間雨量５０ｍｍ以上の発生回数は，昭和５０年代は平均２０９回，時間雨量１００ｍｍ以上

の回数は平均２．２回でした。平成１６年については，５０ｍｍ以上が４７０回，１００ｍｍ以上

が７回となっています。トータルの降水量は少ないのですが，集中して降る回数が多くなって

おり災害が起こりやすくなっています。                   （資料①Ｐ．１２の説明） 

 次に申請者心得１０箇条を説明いたします。 

最初に現地の状況（特に背後地，前後施設，地質）を見ましたか？そして，被災水位の確認

はどうですか？被災水位が警戒水位を超えていればいいのですが警戒水位がないような箇

所についてはやはり被災水位が重要になってくるわけです。被災水位が河川護岸の１/２な

ければ災害対象になりません。本当は洪水時に写真を撮ればいいのですが，なかなか難し

いので 1～２箇月後の査定時に洪水時の状況が分かるようするための被災水位の確認は重

要です。仮設についてですが，従来は仮設については実施時に認めてもらえましたが，近年

は査定申請時に挙げてない工種は基本的には認めなくなりました。必ず査定申請時に仮設

についても計上してください。次に机上査定についてですが，起終点等を判定できるよう写真

を用意してください。                              （資料①Ｐ．１３の説明） 

 災害の直後と査定時では応急工事等の実施により現場の状況が変化してしまう場合があり
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ますので，災害直後の写真が必要となります。           （資料①Ｐ．１４，１５の説明） 

机上査定の場合で起終点の決定根拠は明確にしておく必要があります。起終点が分かる

ように目印となるものを入れて写真撮影を行うようにしてください。場合によっては，分かりや

すくするために土砂を崩しておくようなことも必要です。     （資料①Ｐ．１８～２８の説明） 

 今年から河川課災害係で長野県災害査定通信を発行しています。               

（資料①Ｐ．３２～３８の説明） 

 

【ここから，資料②の説明】  

 平成７年の７．１１長野県北部梅雨前線豪雨災害（姫川）の説明です。 

国道１４８号の葛葉峠から見た被災前の写真です。右岸側が長野県，左岸側が新潟県です。 

この災害は一定災（両岸の決壊率が 80％以上）で事業が行われ，全額災害復旧費で賄われ

ました。災害復旧計画に合わせて一定の断面で護岸工事を行いました。 

 本来ですと，右岸側が長野県，左岸側が新潟県ですので双方で申請するのですが狭い河

川のため上流側を長野県の担当，下流側を新潟県の担当としました。測量設計については

全て長野県が行い費用は折半としました。               （資料②Ｐ．２～７の説明） 

次は，国道１４８号蒲原沢の土石流災害についてです。 

被災前は，比較的安いπラーメン形式の橋梁だったのですが，土石流が蛇行してきて左岸側

の橋台にあがって橋脚がすべて流されてしまったわけです。復旧後はローゼ形式の橋梁にし

て架け替えました。                                （資料②Ｐ．８の説明） 

 これは，平成１６年の管内の奈川村の保平橋の災害です。これは，橋脚の根が洗われてし

まって橋が傾いてしまいました。たまたま幅員もせまく，昔の橋だったので新橋を架け替えま

した。                                         （資料②Ｐ．９の説明） 

 これは平成１１年９月１５日に土砂崩れにより釜上トンネルのスノーシェルター（ロックシェッ

ド）Ｌ＝15ｍが押し潰された災害です。スノーシェッドを復旧しても現道が確保できないことや

施工に無理があることから復旧は被災個所を回避するために新トンネルを施工した事例です。

（資料②Ｐ．１０～１１の説明） 

 これは，平成１７年７月１日に発生したうすゆき橋の土砂崩落の災害です。災害発生から約

１か月で応急工事を行い開通させました。現在新橋の施工を鋭意行っておりますが年内中に

は完成の運びとなっております。                           （資料②Ｐ．１２

の説明） 

 

以上また機会がございましたら続きでもお話ししたいと思います。 
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 砂防災害における調査・設計時の留意事項 

  長野県土木部奈良井川改良事務所 篠原 定良所長  

 

 ただいまご紹介いただきました奈良井川改良事務所の篠原定良です。なぜ，改良事務所の

所長が砂防の講習をやるのか？と言いますと，たまたま私は長く砂防等に携わっておりまし

て先日も松筑支部のほうで同様の講演会を行ったところ，測量設計業協会からも依頼があり

まして誠に僭越でありますが過去の土石流災害等につきましてお話を申し上げたいと思いま

す。 

 それでは，始めます。 

【資料「砂防災害における調査・設計時の留意事項」に沿って説明】 

 これは，私たちに本当に密着する事業でございまして公共事業の推移でございます。 

前年に対して３％減という形の中で，これを見ていただきますと平成１０年頃をピークとしまし

て平成１９年度は６．９（当初）となっており非常に後退している状況です。このようなことから，

やはりソフト対策（いわゆる，国民の命を守るということ）が重要になってきている。      

（資料Ｐ．２下段説明） 

 人口の動向についてですが，人口は年々減っていく，そして高齢化率はだんだん上がって

いくという状況です。他の先進国に比べてもその傾向は非常に高く伸びている，それだけ高

齢者が健康ではないかというような裏付けもありますがこれが社会問題化していく懸念があり

ます。                                        （資料Ｐ．３上段説明） 

 これは，６５歳以上の方が人口の５０％を超えると「限界集落」とされ，その集落が成り立っ

ていかないのではないかいうことであります。特に長野県山間地域におきまして（限界集落

が）非常に多いわけでありまして子供も高齢化しており，８０歳の人が９０歳を守るというような

状況も出てきていますので皆様も健康で働かれたらいいと思っております。 

（資料Ｐ．３下段説明） 

 これは，先ほど桐沢課長からもありましたが気象変動が激しいということです。今年の冬を

見れば，非常に雪が少なかった。これはよかったと思っていればどっと雨が降るということが

ありました。昨年の７月の雨量を見れば年間雨量の３か月分が降ってしまうといったことが起

きています。昔，長崎に集中豪雨があった時の話ですが３曲カラオケを歌った後に店を出よう

としたら腰まで水がきたという状況でした。あの当時も時間雨量１２０㎜というような豪雨でし

た。                                          （資料Ｐ．４上段説明） 

 これは近年の災害の事例でございます。左側の写真は，Ｈ１８の岡谷の災害でして７名の

方が亡くなっております。右側の写真は，７月１６日の中越沖地震でございます。信越本線の

青海川駅の近くが大崩落した状況です。                   （資料Ｐ．４下段説明）  

 自然災害のうち土砂災害によって亡くなっている人の割合です。近年自然災害では水害で

亡くなる方が増えています。これは，寝たきり老人のところに浸水が襲うという状況がありまし

て，福井の災害や新潟の災害の時に高齢者の方が亡くなっております。土砂災害の中におき
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ましても地すべりは逃げれるではないかと思いがちです。 

ここで，地附山のことをお話しします。 

地附山におきましては２６名の方が亡くなっています。油断はしてはいけないということです。 

移動の激しい土砂に対してどうするのか？土石流，急傾斜に対しては，まず逃げることが最

優先となります。                                  （資料Ｐ．５上段説明） 

 平成１８年に土砂災害による人的被害があった１３個所をクローズアップしています。 

砂防施設があったところは人的被害がなかった。これは砂防施設整備率が２０％程度の現状

ではまだまだ足りないと考えられます。危険箇所におきます災害の発生についてですが，私

どもは今まで危険箇所を挙げてきており，いろいろなカルテ等を作成してまいりましたが半分

くらいは合っていたかと思います。次に，避難勧告についてですが，どうしても後手に回ってし

まい３割程度しか勧告が出せていないのが現状です。その他については，災害が発生して後

で勧告が出た場合もあるようです。亡くなった方２１名のうち半数の１１名については災害時

要援護者であります。先ほどの限界集落との関係もあります。土砂災害防止法における警戒

区域等の設定に関してですが，全国に５３万といわれておりますが，これらがまだ１割程度の

指定にとどまっております。昨年の災害箇所についても指定はされておりませんでした。指定

の必要性があるのではないかと考えます。                 （資料Ｐ．５下段説明） 

 これまでのことを総じて考えますと，やはり砂防施設は必要であると，安全な堰堤や急傾斜

地の擁癖等があれば安心であると言えます。土砂災害防止法では，危険箇所に住まなけれ

ば安全であるとされておりますが，そういう箇所を増やさないことも公共事業の予算の抑制に

繋がると思います。長野県おきましては６月１日から土砂災害警戒情報を気象台と連携して

出しております。これらを，自分の身の安全あるいは市町村長の避難勧告の早期の発令や

情報を確実に伝達することに使われればいいと思っております。これは，自身の情報等に先

駆けて行っております。                             （資料Ｐ．６上段説明） 

 今後は設備によることより，何をどうすれば良いのかというとやはり，現在災害時要援護者

の方が非常に多く危険箇所に住んでおられることから約２３％（災害時要援護者のうち）がこ

の中に住んでおられますので，これらの方々を守っていくのが優先ではないかという表です。

避難することができる人は避難するが，避難できなくてもそこにいても死なないようにその人

たちを守ることも砂防事業の役目であると考えております。       （資料Ｐ．６下段説明） 

 次に長野県における過去の大規模土砂災害について３件ほど見ていただきます。 

まず，昭和５６年８月２２日早朝でございます。須坂市宇原川で土砂災害が発生いたしました。

根子岳の沢から土砂が溢れ出しまして本川が土石流となって流れ下って１１名の方が亡くな

りました。一番年少は１４歳の女の子でした。この災害は非常に特徴ある災害でした。蛇がの

たくったような痕跡があります。第２斜面（？）につきましては，３０ｍ位上がりました。水裏の

斜面につきましては３～４ｍしか土砂を被りませんでした。この場合問題になるのは，二次災

害的な要素がありました。それは，一次災害であちこちで助け合っていたところに土砂がきた

ということです。須坂市は杉の木が有名ですがこの災害は流木災害でして，当時の山際須坂
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市長が流木についてどうしようかと悩まれたようです。      （資料Ｐ．７～Ｐ．８上段説明）  

 木曽郡の王滝村でございます。これも昭和５９年９月１４日８時５０分ころに発生した長野県

西部地震についてでございます。私は，砂防課におりまして木曽建設事務所と防災無線電話

で話しておりましたが急に切れてしまいました。県庁でも揺れが発生していましたが，当初は

甲府辺りで大地震が発生したという情報だったのですが「まさか王滝」でとなったわけです。 

 御岳山の山体の一部が天井川に崩落しまして一部がスズガ沢（ホコタ川）を流下しミョウギ

沢そして王滝へと流れ下ったわけです。これも，流木や土石流が流化しているところがＴＶ放

映されました。この時には，砂防法堰堤を１０基入れました。特徴あるのは，即効性のあるダ

ブルウォールを選定したことです。これは，昭和５８年に三宅島の災害の時に開発されたもの

です。それから，ニゴリ沢については，どうしても砂防として守っていくという観点からニューマ

チックケーソンを入れその上にジオメタル（？）の砂防堰堤を入れました。本省から危険との

指摘もありましたが英断をもって対処いたしました。    （資料Ｐ．８～Ｐ．９下段・上段説明） 

 皆さんご承知の地附山でございます。昭和６０年７月２６日の午後５時ころであります。この

担当は長野建設事務所でした。この災害は一週前からかなり動きがありました。中の有料道

路（運送法の道路）のバードラインや団地があり企業局が前面で活動していましたが，大変大

きな地滑りでしたので知事命令により土木部所管となりました。老人ホーム松寿荘の２６名が

亡くなりました。復旧予算は，約１３０億円ほどかかりました。エムウエーブ８杯分の土砂が動

いたということです。こういう災害は，自分たちでは防げない問題もありますが早期の復旧に

対応していければと思っています。             （資料Ｐ．９～Ｐ．１０下段・上段説明） 

 災害関連緊急事業の実務でございます。 

地すべり災害等が発生いたしますと「土石流」「地すべり」「がけ崩れ」ともに，指定地であるか 

どうか，或いは指定ができる土地であるかどうかをすぐ検討していただきたいと思います。ま

た，他機関との調整も速やかに行っていただきたいと思っています。        

 また，災害が発生した時に，その後どうしていくのかを考えてください。この土砂がどう変化

していくのかという観点から物事を判断してきました。災害関連の緊急事業がいいのか，公共

土木施設災害での復旧がいいのか，あるいは単独費での復旧なのかを検討していただきた

いと思います。公共土木施設災害につきましても，砂防関係のものは砂防指定地の中での崩

落については，下流人家１ｋｍぐらいのものがあれば砂防堰堤１基が設置できます。また，地

すべりでは，・・・・・？が動いた場合は，災害だとされております。 （資料Ｐ．１１上下段説明） 

 土石流の場合ですが，採択基準を意識しながら事業に対応していただけば非常に有利にな

ります。緊急な災害復旧に先行して施工するものであること，公共の利害に密接な関連があ

りいくつかの項目に該当することが必要になります。          （資料Ｐ．１２上段説明） 

 災害の時にはスピードが命となります。特に，人が行方不明や亡くなったりする災害ではス

ピードが重要となります。また，指示事項を確認していかないと錯綜してしまう場合があります。

計画・設計の考え方の統一では，近年流木対策について必要になってきました。 

 申請後の細部設計や地元交渉（用地の手当て）は年度内の処理と絡めて対応下さい。 
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特に用地の関係につきましては，市町村と連絡の上，確実にお願いします。 

（資料Ｐ．１２下段説明） 

 事前協議は，１週間程度の内にありますので，その時手元にある概要平面図に崩壊地，保

全対象，不安定土砂，砂防堰堤等の位置を記入したものや被災状況の写真の提出をお願い

いたします。                                   （資料Ｐ．１３上段説明） 

 この写真は，辰野町の沢底川でございますが，豊南女子短大の裏側になります。これも，災

関で取った例です。保全対象が２１戸，災害で砂防堰堤１基，渓流保全工という形になりました。        

（資料Ｐ．１３下段説明） 

 これら流下した不安定土砂を算出して砂防計画を立案ものでございます。これらの土砂量を

カウントしてもらうことも必要となってきます。                （資料Ｐ．１４上段説明） 

 これは，岡谷市の塩嶺峠のヒライシ沢です。老人ホームや塩嶺病院の近くにあった高さ９ｍ

の堰堤におよそ２，０００ の土砂が水通しまで堆積しました。     （資料Ｐ．１４下段説明） 

 地すべりの採択基準は書かれているとおりです。            （資料Ｐ．１５上段説明） 

 地すべり災害の場合はすぐに現地調査に入っていただきます。また，避難・監視体制の確立

をお願いします。さらに，応急（水対策）対策としての仮排水路等の整備をお願いします。 

 ３日以内の事前協議資料の作成も必要になります。 

 災害関連申請書作成のポイントは（Ｐ．Ｐに）記載されているとおりです。特に，被災状況の写

真についてはクラックの大きさが分かるようにして提出してください。 （資料Ｐ．１６上段説明） 

 地すべり発生時は，監視体制の確立や応急対策をすぐに事務所内で判断してください。特に

水抜き，仮排水路等の設置は危険性がかなり回避できますので，応急対策については気をつ

けてください。水を抜くことが第一のようです。これらと並行して申請準備をしていきます。 

（資料Ｐ．１６下段説明） 

【テープ交換中のため省略】 

 

 災害関連緊急事業につきましては，当該年度内完成見込みであることが原則です。しかしな

がら繰越制度で対応しているのが現状です。さらなる対応が必要な場合は激特事業（おおむ

ね３カ年，１０億以上）で対応をしております。 

砂防・地すべりについては同様な地質や勾配の場合では同様な災害の危険性に対処するた

めに特定緊急事業が採択されます。また，がけの場合はがけ特事業が採択されます。さらに，

これらが入らない場合は，通常事業で災害関連緊急事業を補完して周囲の予防的対策を継

続していきます。                                 （資料Ｐ．２４上段説明） 

 これは災関で完成しました，岡谷市のマチワリ沢です。全体計画が３基あり，１基が９ｍです。

ここは，流木対策で水通し部分に特徴があります。            （資料Ｐ．２５上段説明） 

 これは，佐久市駒込の地すべり対策です。井戸が１０基，鋼管杭が７８本，（・・・？）が 

２５，０００立方メートルでございました。安全率は最終的には，１．１５まで上げていきたいと考
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えております。事業費は１１億でございます。                （資料Ｐ．２５下段説明） 

 これはここ１０年間の長野県における土砂災害の発生件数のグラフです。平均すると，がけ

崩れ１９件，地すべり３０件，土石流１９件となっております。長野県の特徴である第３紀層がか

なり面積的に多いことから地すべり等が多くなっております。      （資料Ｐ．２６上段説明） 

 【測量図面作成方法や写真撮影方法等の説明は省略（パワーポイントなしのため）】 

 それでは，次にソフト対策についてご説明いたします。 

土砂災害警戒区域等の指定の状況でございます。平成１１年６月に広島県で起こりました土

砂災害によりましてこの法律ができました。この災害では，２４名の方が亡くなっております。 

その後平成１３年４月１日よりこの法律が施行されております。     （資料Ｐ．２７下段説明） 

 土砂災害防止法の目的と進め方でございます。この法律は財産についてではなく，人の身

体生命を守ることを目的とした法律でございます。平成２２年度末までには指定を完了してい

きたいと考えております。全国には５３万件あり，長野県では現時点で５，２８２件指定されてお

りますが全国で２番目でございます。ある県においては，家だけを指定しているケースもありま

す。                                         （資料Ｐ．２８上段説明） 

 土砂災害については，市町村においても法がありまして記載のような形をとることになってお

ります。例えば，避難所の開設や防災意識の向上のための住民への説明会等が市町村の責

務となっております。                               （資料Ｐ．２８下段説明） 

 土砂災害警戒情報の提供について説明します。これは，長野県と長野地方気象台との連携

によりまして土壌中の含水量を換算してこれ以上降る土砂災害の危険が予想される基準を設

定して６月１日よりテレビ・ラジオ等で放送して皆さんに配信するようになりました。特に，市町

村の方々には十分活用され，今後の土砂災害防止に努めていただきたいと思います。 

（資料Ｐ.２９下段説明） 

 これは，土砂災害全国統一防災訓練の模様です。梅雨前にこのような訓練しまして災害から

県民の命を守る目的で行われました。本県でも２０市町村で開催されまして，５，４６１人が参

加しました。みんなが一度は参加していただき自分たちの身の安全を守っていただければと思

っています。                                    （資料Ｐ．３０上段説明） 

 

 誠にありがとうございました。一瀉千里に飛ばしてしまいましたがこれを機会といたしまして，

土砂災害から県民の命を守っていただきますよう共々ご努力お願いいたします。 

 ご静聴ありがとうございました。 

 

【質疑・応答】 

Ｑ．長野県災害査定通信を我々にも開示していただきたい。（島村副会長） 

 

Ａ．たぶんできると思いますが，砂防課へ伝えます。（桐沢課長） 
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災害復旧事業について 

1) 災害復旧事業採択ルール 

2) 平成 18 年災害失格・欠格事例 

3) よくある議論から 

4) 美しい山河を守る災害復旧基本方針改定について 

5) 「申請者心得 10 箇条」 

国土交通省関東地方整備局企画部防災課  川村 俊一課長 

 

 関東地整防災課の川村と申します。よろしくお願いいたします。 

今日の講演の内容について少し説明いたします。本日は，まず基本的なルールからお話をさ

せていただきます。具体的な事例を交えてお話ししようと思います。 

【資料① 災害復旧事業採択ルール   国土交通省 河川局 防災課】 

 ご存じのように，災害復旧事業の流れでございます。災害が起こりますと，概ね１０日以内

位に第一報をあげることになっています。被災個所，規模，延長，概算事業費等を本省のほ

うに挙げていただいています。国庫負担申請をした後に災害査定になります。 

中には工法や規模の大きさに配慮して事前の打ち合わせ行うこともありますし，現場で応

急的な対応が必要な場合には当然応急工事を行ってもらいます。実際には，査定を行いまし

て事業費が決定される。そして工事を実施し成功認定という流れになっております。 

（Ｐ．１右上の説明） 

 

 今ご説明した中には，「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法」という法律があります。 

この法律の中には施行令や施行規則がありますが，その他に要綱があります。要綱でも検

査官や査定官によって考え方が多少変わることを統一するために査定方針がその下にあり

ます。その他に査定には査定官（国交省），申請者，立会官（財務省）が付き，基本的には３

者の合意を以て査定が決定します。合意に至らない問題点も査定現場では出ておりますが，

その都度こういう場合にはこうしようという申合事項というのが査定の基準としてあります。こ

れは，方針に準じた扱いになっています。                    （Ｐ．１左下の説明） 

 

 負担法の沿革ですが，昭和２６年に今の負担法の原形ができました。その後昭和５９年に

一部改正されました。                                （Ｐ．１右下の説明） 

 

 平成１０年に一部改正（今の形になっている）それから平成１３年にも一部改正されました。 

採択の限度額は，都道府県の場合は１２０万円，市町村の場合は６０万円となっています。隣

接する箇所は，１００ｍ以内の場合は１箇所工事とみなすこととなった。（平成１０年改正時） 

 

 査定官というのは，国土交通省本省の防災課の災害査定官が本当は来られるのですが，
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平成１３年に一部改正され，概ね２，０００万円未満は地方整備局に権限が委任されました。 

したがって，２，０００万円未満は書く地方整備局から査定官や検査官を派遣することとなった。

（Ｐ．２左上の説明） 

 

 負担法の目的です。負担法は基本的には災害があった時に災害復旧事業費について地方

公共団体の財政力に適応するよう国の負担を定めて速やかな復旧を図ることを目的としてい

ます。                                          （Ｐ．２右上の説明） 

 

 災害の定義ですが，異常な天然現象により生ずる災害でありまして，洪水，高潮，地震その

他いろいろな災害があります。                          （Ｐ．２左下の説明） 

 

 負担法の中でどういうことが災害として採択できるかという基準です。 

まず，異常な天然現象により生じた災害であること。それから，維持管理している公共土木施

設であること。維持管理しているというのがポイントになります。維持管理していない公共土

木施設は欠格となります。例えば，堤防に漏水があった場合に水防活動を特にしていなかっ

たような時は維持管理していないと見なされて災害として認められません。また，水門や樋管

の操作ミスによって生じた災害も適正な維持管理がされていないものとして災害として認めら

れません。道路の斜面の災害ですが，斜面が官地か民地かによって変わってきます。民地の

場合は，災害として認められないケースもあります。それから，適応除外に該当しないものと

いうのがあります。この３つの条件がそろって災害復旧として負担法対象として採択されます。

（Ｐ．２右下の説明） 

 

 異常な天然現象の基準ですが，河川では，警戒水位（避難注意水位）以上の水位になった

場合，または水位観測所で警戒水位が設定されていない場合には河岸高の５割程度以上の

水位になった場合等であります。 

 河川以外ですと，例えば最大２４時間８０ｍｍ以上の降雨や時間雨量２０ｍｍ以上の降雨，

最大風速（１０分間平均風速の最大）15ｍ以上の風が吹いた場合等があります。 

（Ｐ．３左上の説明） 

 

 さらに，高潮，波浪，津波などがあります。これらには特に程度の基準はなく軽微でない災

害であることで社会通念上災害と考えられた場合は災害とされます。それから，地震，地すべ

り，落雷等による災害があります。これも程度の基準はありません。地すべりは，降雨の基準

に達していなくても地すべりという現象が認められれば災害として採択されます。さらに，積雪

等があります。昨年長野県であった凍上災害は異常低温による災害として認められました。

これには，特に基準がなくてその都度協議して決定されます。       （Ｐ．３右上の説明） 
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 災害復旧の対象となる公共土木施設にはどういうものがあるかと言いますと，１１施設 

（河川・海岸・砂防施設・林地荒廃防止施設・地すべり防止施設・急傾斜地崩壊防止施設・ 

道路・港湾・漁港・下水道・公園）があります。                 （Ｐ．３左下の説明） 

 

 これは公共土木施設のうち河川の場合です。法河川（一級，二級等），準用河川（法河川に

準拠する），普通河川（市町村の管理）が河川として認められるものです。それから，河川の

施設（維持管理上必要な堤防，護岸，水制等）や沿岸の保全のために防護が必要な河岸 

（イメージは天然河岸なのですが，背後地に公共施設や人家など重要な施設があってそれら

を守るために必要な河岸）も認められます。                  （Ｐ．３右下の説明） 

 

 これは海岸の場合です。海岸も同じで国土保全のために防護が必要な海岸，つまり施設が

ない海岸でもその背後地に重要な施設等がある場合には認められます。それから海岸を防

護する堤防・護岸・突堤等が対象となります。                （Ｐ ．４左上の説明） 

 

 次は，砂防施設の場合です。まず，砂防指定地内の砂防設備です。それから砂防指定地外

であっても砂防の施設であれば認められます。また，砂防法による天然河岸についても認め

られます。                                       （Ｐ．４右上の説明） 

 

 地すべり防止区域が指定されていればその区域内にある地すべり防止のためのいろいろ

な施設（排水施設・擁癖・ダム等）が対象となります。             （Ｐ．４左下の説明） 

 

 急傾斜地崩壊防止施設ですが，これも同様に急傾斜地崩壊危険区域として指定されている

中の急傾斜地崩壊防止施設（擁癖・排水施設等）が対象となります。   （Ｐ．４右下の説明） 

 

 道路は基本的に道路法上の道路であり，農道は対象外（農林事業の災害復旧の対象）で

す。その他，道路と一体となっている公共施設（トンネル・橋等）や道路の付属物（街灯・標識・

駐車場・共同溝等）が対象になります。                     （Ｐ．５左上の説明） 

 

 兼用工作物（たとえば，道路としての効用もあるし，河川としての効用もある等２者以上の管

理者にまたがっている箇所）は道路で申請するのか河川で申請するのか不明の場合は，効

用の大きいほうで申請することになっています。                （Ｐ．５左下の説明） 

 

その他，共同施設（多目的ダム等）がありますが，ダムは，治水で国が負担するお金と，ユー

ザー（水利権がある場合）のお金も入っているわけで，負担法の中で対象とするのは国として

の復旧分のその額だけが認められる。また，管轄が違うような施設がありますが，例えば堰

ですが農林省所管の箇所に取付護岸などがあった場合は，それぞれの管理区分に応じて各
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省庁間で協議して負担を定めることになっています。             （Ｐ．５右下の説明） 

 次に適用除外についてですが，１個所あたりの工事費が１２０万円未満（都道府県，政令指

定市）または６０万円未満（市町村）の箇所は失格になります。災害の申請時に，１２数万だと

か６０数万といったぎりぎりの申請がよくありますが査定で切られると限度額を割ってしまって

失格になってしまいますのでこういう申請はしないように気をつけてください。 

（Ｐ．６左上の説明） 

 

 １箇所工事に区分についての説明です。一つは管理者による区分です。同じ河川でも管理

者が違う場合１００ｍ以内の被災でも管理者のより別々の工事として区分されます。 

それから，工種別による区分があります。例えば，河川と道路の場合同じ県（管理者）の中で

１００ｍ以内に河川と道路の被災があった場合でも，それぞれ別々の工事になります。 

その他災害別による区分があります。これは，災害の発生年月日などが違うような場合で区

分されます。最後に，同じ工種で同じ管理者の中で１００ｍを超えれば別々の工事になります。

（Ｐ．６右上の説明） 

 

 これは分冊の事例です。 

例えば，県からの申請で８０ｍ離れた２００万の工区と１００万の工区が１箇所として申請され

た時，査定時に 30ｍカットされて１１０ｍ離れた箇所に１５０万と１００万の工区ができた場合

は１００万の工区は失格となり採択は１５０万円となってしまいます。これを分冊２箇所と言い

よくあるケースですので気をつけてください。                  （Ｐ．６左下の説明） 

 

適用除外の中に「工事の費用に比べてその効果が著しく小さいもの」があります。その効

果というのは，経済効果を算定する必要があります。どういう場合に経済効果を算定する必

要があるかというと，施設が被災した場合それが設置当時と比べて周辺の状況が著しく変化

していた場合（例えば，護岸の背後地に以前は人家があったが，現在は人家もなくまったくの

荒れ地になっているような状況）や被害を放置しても影響が軽微な時に必要となります。 

逆にいえば，周辺の状況が変化していなければ背後地に人家などがなくても経済効果の算

定は必要とされません。このことは査定時によく議論になりまして，立会官は背後地に守るべ

きものがない（経済効果がない）ということをよく言いますが，基本的なルールとして採択でき

ることとなっていますので注意して下さい。                   （Ｐ．６右下の説明） 

 

 適用除外ではありませんが「のみ災」があります。これは軽微な災害です。 

（Ｐ．７左上の説明） 

 

 堤体に被害のない場合の漏水工事というのがあります。例えば，洪水で漏水が起きたとき

応急工事として“月の輪”等が実施されていない場合には維持管理されていないものとして認
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められません。                                    （Ｐ．７右上の説明） 

 堤防・護岸等に直接影響のない河床又は海岸地盤の低下に対する根固め，床止め，突堤

ですが例えば，河川で護岸の前面の根固めや河床低下や洗掘の影響で，沈下等が発生した

が堤防等には何も影響が出なかった場合は，根固め工のみが採択対象となります。 

（Ｐ．７左下の説明） 

 

 「のみ災」は２つ以上重複しても「のみ災」として扱われますが，他の施設と同時被災した場

合には採択可能となります。                            （Ｐ．７右下の説明） 

 

 適用除外の中に明らかに設計の不備又は工事施工の粗漏に基因して生じた災害がありま

す。これは，適用除外となります。また，「未満災」（前回の災害復旧工事から一年未満以内

に再度被災した場合の災害）は原因をよく調査・検討したうえで採否を決定しています。 

（Ｐ．８左上の説明） 

 

 甚だしく維持管理義務を行ったことに基因する災害は，認められません。 

例えば，柵工，枠工，木工，木橋等が維持管理されていなくて非常に腐朽していたことが原因

で起きた災害は当然適応除外となります。また，水門，樋門等の操作ミスやその他管理不良

のために生じた被害も対象除外となります。                  （Ｐ．８右上の説明） 

 

 河口の埋塞により破堤や人家及び公共施設等に甚大な被害があった場合，又は放置して

おくと次の出水時に大きな災害が起こる恐れが大きい場合には，その原因である埋塞が負

担法の対象となります。基本的には埋塞は適用除外ですが，特に今お話したような条件の時

には，維持管理上非常に重要であるため採用となりました。        （Ｐ．８左下の説明） 

 

 河川の場合は河道断面の３割以上埋塞していることが条件となります。これも基本的には，

埋塞は適応除外なのですが，周辺への影響が大きい場合には，埋塞土砂の撤去等の費用

が災害対象となります。                               （Ｐ．８右下の説明） 

 

 次は天然河川・海岸でありますが，基本的これらは負担法の対象外であります。これも先ほ

どの埋塞と同様に維持管理上，公益上重要であると認められれば採択の要件となります。 

 それは，背後地に人家や重要施設があったりその災害を放置することによってこれらの公

共施設が流出する恐れは大きい場合には負担法の対象となります。   （Ｐ．９左上の説明） 

 

 他事業の工事施工中における箇所の災害は，工事請負契約により対処します。（災害復旧

事業での採択はしない。）また，他事業が確定している箇所の被災は，その事業が着工され

るまでの必要最小限の工法を条件に採択されます。             （Ｐ．９左下の説明） 



 ２０ 

 小規模施設は，災害の対象になりません。「小規模施設」とは，例えば堤防ですと直高１ｍ

未満の場合は災害復旧の対象になりません。                 （Ｐ．９右下の説明） 

 

 道路の場合は，幅員により区分されています。幅員２ｍ未満の道路は小規模施設とされて

いて対象になりません。 

 橋梁の場合は，地覆内側が２ｍ未満は対象外です。ただし，橋梁については前後の取り付

け道路が幅員２ｍ以上で橋梁部が１．５ｍ以上の場合は特例として採択可能となります。   

（Ｐ．１０左上の説明）  

 

 道路上の崩土は交通に著しい妨げのない場合の崩土除去費用のみの申請は基本的には

適用除外となります。理由は，道路は幅員が３ｍ以上確保されれば著しい妨げにならないと

されているためです。                               （Ｐ．１０左下の説明） 

 

 災害が発生した場合には，応急的に工事をしなくてはなりません。これを，応急工事といい，

応急本工事と応急仮工事に分けられます。 

 応急本工事とは，本格的な災害復旧工事の時に一部又は全部となる工種の場合を言いま

す。また，本工事とは全く工法が違い，応急的に仮の工事をする場合を応急仮工事と言いま

す。基本的には，応急仮工事は対象外ですがその中にも採択できる条件もあります。 

（Ｐ．１０右下の説明） 

 

 現在，失格・欠格理由には１９項目があります。この中で一番多いのが「被災少」です。 

（Ｐ．１１左上の説明） 

 

 次に災害復旧工事を行うときの採択における範囲の説明です。どういう復旧が認められる

かということですが，基本的には「原形復旧」です。「原形復旧」が困難又は不適当の場合に

は，違う工法が可能です。それらの分類は以下の４つに区分されています。 

① 原形復旧  ②原形復旧不可能  ③原形復旧困難  ④原形復旧不適当 

（Ｐ．１１右上の説明） 

 

 災害復旧には４要素があります。「位置」「形状」「寸法」「材質」の４つです。 

原形復旧とは，これらをそっくり同じに復旧することですが，実際には全く同じに復旧するこ

とは少ないです。                                 （Ｐ．１１左下の説明） 

 

 次に原形復旧が不可能な場合の説明です。同じような工法での復旧では従前の機能が

望めない或いは従前の機能が発揮できないような場合には同じ位置に形状・寸法・材質を

変更して復旧することとなります。                       （Ｐ．１１右下の説明） 



 ２１ 

 原形復旧困難な場合の説明です。よく用いられるのは「原型復旧不可能」なのですが，こ

の原形復旧困難は，立会でよくもめることがあります。 

基本的には，これは原形復旧不可能の中に含まれるのですが，技術的・経済的に見て違う

工法で施工したほうが良い場合にはそうすることが可能となります。 （Ｐ．１３左下の説明） 

 

 次に，原形復旧不適当の説明です。 

原形復旧は可能ではあるが被災後の背後地の重要性が問題視される場合があります。 

（Ｐ．１４右下の説明） 

 

 特殊な災害の例を説明いたします。 

「一定災」というのがあります。これは被災範囲が広くて被害も激甚である場合に採択されま

す。被災の程度は，完全決壊の延長が一定の区間延長の８割程度以上であることが条件と

なっています。「一定災」で採択されると，全復旧区間について部分決壊，未被災部分も含

めて一定計画での復旧が可能であり事業費の負担率も通常の災害と同様なのでメリットは

大きいです。 

 負担率について説明すると，通常の災害の場合国の負担が２/３です。残りの１/３が自治

体の負担になりますが，そのうちの９５％が交付金として戻りますので実際の自治体の負担

は１．７％程度になります。                           （Ｐ．１６左下の説明） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ２２ 

【資料② 平成１８年災害  --- 失格・欠格事例 --- 

                       Ｈ１９地方局災害査定会議  河川局 防災課    】 

 

 ここでは査定を行った時，失格や欠格になった事例を具体的にご説明いたします。 

Ｈ１８災の失格・欠格になった件数は全国で８２件（全申請数：２６，９５１件）でありました。 

欠格の発生率は，０．１７％，失格は０．１３％でした。また，申請者別にみた欠格・失格率は

指導的立場にあるべき都道府県の申請が欠格率が高かったです。 

 河川と道路を比較すると，河川は欠格率が高く，道路は失格率が高い傾向が見られまし

た。                                             （Ｐ．１の説明） 

 

 失格・欠格理由は圧倒的に「被害少」が多い傾向です。都道府県別に失格・欠格件数をみ

ると，特に長野県に着目すれば６～７件が発生しています。長野県の場合昨年は非常に災

害が多かったこともありそれに比例して失格・欠格件数が多かったようです。（Ｐ．２の説明） 

 

【以降資料②に沿って欠格・失格事例及び工法変更事例を説明】 

 

 

 

【資料③ 「よくある議論から」   平成１９年度 地方局災害査定会議資料】 

 

 基本的には，被災施設が査定時に確認できない場合はたとえ被災の事実があったとして

も「欠格」となります。したがって，被災の事実が確認できるように査定時までに準備が必要

になります。また，二重対策についてよく議論になりますので復旧目的が重複していないこ

との説明が必要となります。さらに，用地や周辺状況等を考慮した経済的な工法かどうかよ

く検討しておくことも重要です。                             （Ｐ．１の説明） 

 

 異常な天然現象（河川の場合Ｄ．Ｈ．Ｗ．Ｌ）が現地で確認できない場合や申請資料に入っ

ていない場合があります。これは基本的な採択要件ですので注意して下さい。 

天然河岸の採択については，維持管理上又は公益上特に必要がある場合は採択されます。

天然河岸と土羽護岸との違いを明確にしておくことが大切です。このこと，それなりに整形し

ていれば土羽護岸として説明すればよいと思います。 

 昨年から根入れ深について考え方が変わりました。多段積のカゴ工の根入れは原則１段

（０．６５ｍ）となりました。これは，カゴ工には追随性があるので洗掘によって下段部が被災

したとき上段部まで影響が及ぶ可能性があるため変更しました。 

 次に根継ぎについての説明です。根継ぎを採用の時に注意することは，その護岸が「死に

体」（安定性があるのかないのか）かどうかをしっかり判断していただきたいのです。 



 ２３ 

根継ぎは環境的にはあまり好ましくない工法ですが，根固めブロック等で対処できない場合

には用いる工法であります。                              （Ｐ．２の説明） 

 

 民地の崩壊は原則として負担法の対象外です。しかしながら，その崩壊によって公共施設

（道路等）に効用上障害があるかどうかで，負担法対象となる場合もあります。 

 路肩については，路肩も道路施設であるので適用除外にはなりません。また，大型ブロッ

ク積擁癖の施工範囲ですが経験に基づく設計が用いられます。例えば，背面土圧が小さい

場合には直高５～７ｍのブロック積みが採用可能です。             （Ｐ．３の説明） 

 

 

 

 

【資料④「美しい山河を守る災害復旧基本方針改定について」  

平成１８年５月   国土交通省  河川局  防災課 】 

 

 「美しい山河を守る災害復旧基本方針」は平成１８年に改正されました。その中のポイントを

簡単にご説明いたします。 

 平成２年に「多自然型川つくりに推進について」が通達された後，平成５年に復旧工法の手

引きができました。平成９年の河川法改正で治水，利水に環境が加わりました。 

さらに，平成１０年「美しい山河を守る災害復旧基本方針」が策定され，これは平成１８年に改

正されております。この基本方針には，環境との調和，生態保全の留意事項，護岸の力学的

セ設計等が含まれております。                             （Ｐ．１の説明） 

 

 現状認識・課題として次の点が挙げられます。 

まず，申請時において被災原因の把握が十分にされていない点があります。被災した前の構

造と同じ工法による復旧を安易に申請したり，不必要に周りの状況（上下流・左右岸等）と同

じ工法での計画・施工（画一的な復旧）や背後地の土地利用の認識の曖昧さであったりしま

す。                                              （Ｐ．２の説明） 

 

 過剰な対策としては，不必要に護岸を固めすぎたり過度な流速設定により工法に不要なラ

ンクアップがあったりしています。さらに，規格品の安易な使用という課題もあります。 

環境と言えば何でも環境保全型ブロック一辺倒になりがちですが，これは環境に対しての問

題意識がないように思われます。施工についても最終形状ばかりを問題視しすぎてプロセス

を無視した工事が見受けられます。 

 要因の分析として繁忙により適切な対応ができなかったり，設計者の技量不足や環境マイ

ンド不足あるいは，良好事例の効果的普及の情報不足等が考えられます。 （Ｐ．３の説明） 



 ２４ 

【以降護岸ブロックの使用の関する傾向調査について説明（Ｐ．４～Ｐ．１２ ）】 

 

まとめ 

 本省では，申請者に対して「申請者心得１０箇条」を作成しこれを確認するように指導してお

ります。 

① 現地（特に背後地，前後施設，地質）を見ましたか。 

② 被災水位（ＤＨＷＬ）を確認しましたか。 

③ 用地境界は確認しましたか。 

④ 起終点は明確ですか。 

⑤ 被災原因を把握しましたか。 

⑥ 適正な復旧工法になっていますか。 

⑦ 美しい山河を守る災害復旧基本方針に則していますか。 

⑧ 仮設等の工種は適正かつ計上漏れはありませんか。 

⑨ 設計書を担当者任せにしていませんか。 

⑩ その写真で机上査定ができますか。 

 

  以上でご説明を終わります。どうもありがとうございました。 

 

 

 

 



 ２５ 

研修 ４ 
 

 

 

 

 

北陸地整管内の災害事例について 
 

国土交通省 北陸地方整備局 松本砂防事務所 

副所長(技)  松本 清則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ２６ 

北陸地方整備局管内の災害事例について 

   国土交通省北陸地方整備局 松本砂防事務所  松本 清則 副所長 

 

 

【資料① 北陸地方整備局管内の災害事例について 〈抜粋〉 

 国土交通省北陸地方整備局 松本砂防事務所副所長  松本 清則 】 

【資料②「平成１９年（２００７年）新潟県中越沖地震」 

  ～ 被害・復旧状況と支援状況 ～  〈平成１９年７月２３日１２：００現在 速報版〉  】 

 

 国土交通省北陸地方整備局松本砂防事務所副所長の松本です。よろしくお願いします。 

私からは，地球温暖化のためなのか最近，全国各地で土砂災害が頻発している事例を確認

することと北陸地整管内で頻発している地震（中越地震，能登沖地震，中越沖地震等）発生

時に周辺自治体にどういう支援をしたかについてご説明いたします。また，松本砂防事務所

管内の工事にまつわる無災害を目指した事例等もご紹介したいと思います。 

 最初に，平成１６年に全国で発生した土砂災害について説明いたします。平成１６年は台風

が８個上陸し最後に中越地震があった年でたいへん災害が多い年でした。 

人的被害としては６１人の尊い命が失われました。新潟・福島豪雨では最大時間雨量６２ｍｍ

を記録しましたし一週間後の福井豪雨では最大時間雨量８７ｍｍが記録されています。さら

に，８月の台風１０・１１号の時は最大時間雨量９７ｍｍのとんでもない豪雨がありました。 

連続雨量が１５８２ｍｍでしたのでこの松本市の一年間の雨が降ったことになります。 

次に台風１５号ですが最大時間雨量１０６ｍｍを四国地方で記録し，ここでも生命財産に係わ

る災害が発生しています。その後９月に台風２１号が三重県で最大時間雨量１１９ｍｍの雨を

降らせ１６名が犠牲になりました。 

 次に平成１７年の状況はどうかと言いますと，この年も土石流，地すべり，崖崩れ等８１４件

の災害が発生し２７名が犠牲になりました。このように毎年毎年土砂災害等によって生命財

産が脅かされております。                            （資料①Ｐ．１の説明） 

 

 平成１７年は松本砂防事務所管内では，人的災害はなかったのですが大冷第５号砂防堰

堤（大町市）で堰堤の袖部を越流する施設災害が発生しました。 

 台風１５号の土砂災害における課題は，砂防施設範囲内の死者が多いことと被災者の約７

割が高齢者であることです。その中で，災害発生前に避難勧告が出されたのは１件のみだっ

たことはいかにソフト対策が遅れていたかということが分かりました。 

 次に平成１８年に発生した土砂災害ですが，全国で１４４１件で死者は２５名も居りました。 

特に，岐阜県揖斐川町東横山地すべりは最大級で河道閉塞が発生しました。長野県は全国

的にみても土砂災害は多い県です。                     （資料①Ｐ．２の説明） 

 



 ２７ 

 平成１８年７月には上高地でも最大期間雨量７２ｍｍの雨量（観測史上１位）が記録され梓

川の越流災害が発生しました。人的影響のあった土砂災害（１６個所）を分析しますと砂防堰

堤等が整備されていたり，土砂災害警戒区域に指定されている場所では人的被害がおきて

いないことから，今後そういう対策が急がれております。また，土石流が発生した１６９箇所に

ついてみると，砂防指定地に指定されていたのは４３箇所で全体的にみても少ないことが分

かりましたので，ソフト対策が急務だと考えております。 

 今年（平成１９年度）になってからの土砂災害は，３５３件発生しています（長野県は８件）。 

近年は，異常気象等によって全国どこでも土砂災害が発生する危険性があることを考えると

今後は国，県，市町村を含めた形のソフト対策（防災対策）を地域の住民のために行っていく

必要性があります。                                （資料①Ｐ．３の説明） 

 

【 以降新潟県中越地震，能登半島地震，中越沖地震支援状況について説明 】 

 

 大規模土砂災害危機管理の計画・体制・対応について説明いたします。 

昭和４１年から現在まで約４０年間の土砂災害について整理してあります。これにより国土交

通省には全国で発生する災害についての経験と知見が蓄積されています。 

 長野県での広域応援連絡網は，北部自治体は北陸地方整備局及び関東地方整備局，南

部自治体は中部地方整備局及び関東地方整備局の管轄になっています。 

（資料①Ｐ．７の説明） 

  

 安全・安心できる地域づくり支援のためにホームページ等によりＣＣＴV 画像，雨量，水位な

どの防災情報共有化の強化をはかっています。              （資料①Ｐ．８の説明） 

 

５． 謝 辞   

 （社）長野県測量設計業協会  島村 武 副会長 

  午前中の河川災害，砂防災害の調査設計ということで県土木部の桐沢課長及び篠原所

長様に御講演を頂きました。また午後は関東地整の川村防災課長様より災害復旧事業採択

のルール，失格・欠格事例，よくある議論から，美しい山河を守る災害復旧基本方針改定に

ついてということで御講義を頂き，ただいまは松本砂防事務所の松本副所長様より近年に発

生した土砂災害，新潟中越地震についてお話を頂きました。感動しましたのは，地域の住民

を守るために日頃から設備や努力をされているのだと強く感じました。そんなことを，今日は

習得していただき今後起こる災害については指示されたところを測るだけだはなく査定を考え

た調査，真の環境や生態を考慮した設計を提案できるようにしていきたいと思っております。 

今日は，本当にありがとうございました。  

 

  


