りつつ、令和の時代に積み残された課

における土砂災害対策の変遷を振り返

ハード対策の変遷

愼一
鳥取県 県土整備部 部長

草野

土砂災害対策の変遷と令和時代の課題

はじめに

う、個々の危険個所における事業に中

心が移っていった。これは、例えば土

令和元年の東日本台風、さらに令和二

地震及び台風二一号・二四号、そして

七月豪雨、同年九月の北海道胆振東部

の時代にかけて何が実現されて来た

に分けて、それがそれぞれ昭和・平成

「ハード」
「警戒避難」
「土地利用規制」

まず表１は、土砂災害対策を大きく

系砂防事業である。その後、昭和三四

陀川や佐陀川といった流域における水

時代の中心的な事業は大山周辺の阿弥

あった。例えば、鳥取県におけるこの

はいわゆる「水系」砂防事業が中心で

ード事業は、昭和三〇年代くらいまで

都道府県における土砂災害対策のハ

斜地崩壊危険箇所の数は全国合計で五

ある。ただし、土石流危険渓流や急傾

計がなされるようになって来たためで

り、また土石流対策用の砂防堰堤の設

石流危険渓流の選定ができるようにな

ズムが解明されて来た事によって、土

に入り徐々にその発生や流下のメカニ

態が良く分からなかったものが、平成

石流については、昭和時代にはその実

年七月の九州地方を中心とする災害

か、そして令和の時代に何が積み残さ

年に「地すべり等防止法」が、昭和四

〇万から六〇万という膨大な数に上っ

（１）昭和時代のハード対策

等、
本当に毎年連続して発生している。

れているかを整理してみたものであ

七年に「急傾斜地の崩壊による災害の

たため、ハード整備を実施する箇所の

題は何かを考えるとともに、それら課

多くの人的被害を伴ったものも少なく

る。ただし本表は、国の直轄砂防事業

防止に関する法律」が制定され、地す

優先順位を決める必要に迫られた。

近年における土砂災害については、

ない。特に豪雨災害については、地球

で実施するような大規模な水系砂防

べり事業、急傾斜事業にも取り組んで

題に対する鳥取県独自の取組について

温暖化に伴う大気中の水蒸気量の増加

や、深層崩壊対策といったものは対象

いく事となる。

平成二八年四月の熊本地震、平成二九

傾向に伴い、
従来の台風だけではなく、

外とした。また、昭和・平成・令和と

若干の紹介をしたいと考える。

発生予測が難しい線状降水帯による激

いう三つの区分に無理やり収めるため

年七月の九州北部災害、平成三〇年の

しい集中豪雨が頻発する中で、それが

に、かなり割り切った記載になってい

策は水系砂防から、土石流危険渓流、

そして平成に入る頃から、ハード対

また重要な交通網が集中する箇所、さ

病院、
社会福祉施設等の要配慮者施設、

土砂災害からの教訓を踏まえ、学校や

的に実施していたが、その後の相次ぐ

当初は、人家が集中する区域を優先

近年の土砂災害の激甚化に繋がってい

る点も予め御了承頂きたい。

あるいは急傾斜地崩壊危険箇所とい

（２）平成時代のハード対策

る。
そこで本稿では、昭和・平成の時代
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備する事となった。

計画も定めながら計画的、集中的に整

らには災害時の避難所等を、中長期の

り流木を待ち受けて捕捉する対策だけ

災害における教訓とは、砂防事業によ

な土砂及び流木災害が発生した。この

（特に福岡県の朝倉市周辺）で大規模

そんな中で、平成二九年に九州北部

ではないかと思われる。

は実施の必要性が出てきたと言えるの

防（土砂洪水氾濫）も、場所によって

たという事であり、中小規模の水系砂

位で大量の土砂が発生する事が出てき

末）
。よって、令和の時代に入ったか

一・二％程度でしかない（令和元年度

例えば鳥取県においても整備率は四

配慮者施設を保全する対策でさえも、

木の対策といった、総合的な流木対策

池の活用、そして河川内に流入した流

る山林の管理、治山事業や灌漑用ため

る流木の捕捉のみならず、発生源とな

いう事である。よって、砂防事業によ

険区域に対する警戒避難体制の確立」

官や砂防部長名による「土石流発生危

昭和四〇年代から当時の建設省事務次

昭和の時代の警戒避難については、

（３）令和時代のハード対策
年号は令和に移ったものの、実のと
では、量的に限界がある場合があると

らといって、これらの事業を打ち切っ

が必要である事が明確となった。この

といった指導文書が各都道府県に適宜

警戒避難対策の変遷

ころ、平成時代から取り組んでいる要

て、次なる政策目的に向かうというも

総合的な流木対策については、後に鳥
取県での具体的な取り組みを御紹介す

発出されるとともに、昭和五三年から

（１）昭和時代の警戒避難対策

のではなく、これらの事業を継承しつ
つ、さらに令和の時代に求められる事

れ、現在に至る警戒避難対策の基本的

土石流危険渓流の区域調査が着手さ

また、この平成二九年九州北部災害

な考え方は示されていた。しかし、当

る。
や、令和元年東日本台風における福島

時はまだデータに基づく判断や法的な

業についても可能な範囲で付加してい
まず、総合的な流木対策が挙げられ

県阿武隈川流域における災害でも、「土

過型砂防堰堤が開発され、平成二八年

指針（案）を策定し、その後各種の透

生した頃から当時の建設省が流木対策

県の一の宮町で大規模な流木災害が発

ていた水系砂防の、中小規模版である

発生形態を見れば昭和の時代に実施し

間的な性格を有するものと言えるが、

れる。これは、土石流と洪水氾濫の中

砂洪水氾濫」という被害が顕著に見ら

策の推進に関する法律（以下、
「土砂

害警戒区域等における土砂災害防止対

大規模な土砂災害を契機に、
「土砂災

平成十一年六月に広島県で発生した

く形となる。
る。流木対策自体は、平成二年に熊本

度には土石流対策指針に流木対策指針

と見る事もできそうである。線状降水

災害防止法」
）が平成十二年に制定さ

対策はなされていなかった。

が一体化されるなど、流木対策は土砂

帯に伴う非常に激しい降雨が一般化し

れた。この法律は、「警戒避難対策」
と、

・個々の土石流危険渓流等の
危険個所対策
（特に、要配慮者施設、重要
交通網、避難所等の保全）

・土砂災害警戒区域（イエロ
ーゾーン）指定による体制整
備
・土砂災害警戒情報の発出

・土砂災害特別警戒区域（レ
ッドゾーン）指定による規制

・総合的な流木対策
・中小規模の水系砂防（土砂
洪水氾濫の対策）

・個々の斜面の危険度把握に
よる確度の高い避難情報

・土砂災害特別警戒（レッドゾ
ーン）区域内にある既存家
屋の個別補強

令和時代へ
の積み残し

・砂防指定地内行為の規制

平成時代

・土砂災害危険個所の把握

・水系砂防

昭和時代

土地利用規制

警戒避難対策

ハード対策

時代区分

（２）平成時代の警戒避難対策

の対策と一体的に取り組むものとなっ

てきた令和の時代においては、水系単

水 災 害への 対 応
気候変動により激甚化する
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ている。
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表１．時代区分ごとの土砂災害対策の変遷

「土地利用規制」の両方を扱う総合的
避難したくてもできない人の支援体制
を除くならば、
「自分の家の裏山斜面」

の整備」といった社会福祉面での不備

法制定後、平成時代を通じて数回法
という個別具体箇所の危険度が判らな

なソフト対策法である。
改正がなされるが、土砂災害警戒区域

仮に、土砂災害警戒情報という降雨

いという、情報の不足に一因を求める

の整備、さらに避難を開始するタイミ
中心の情報に加えて、
「自分の家の裏

（いわゆる「イエローゾーン」
）の指定、

ングを知るために必要な情報としての
山斜面の個別情報」を加味した情報が

事ができると思われる。

「土砂災害警戒情報」についても、こ
判るのならば、住民の方々の避難率は

そのイエローゾーン内の警戒避難体制

の法律に位置づけられる事となった。
近年の豪雨に伴う人的被害の発生状

握」について、当県独自で取り組んで

の、
「自分の家の裏山斜面の危険度把

もっと高まるのではないだろうか。こ

況を、洪水被害と土砂災害で比較して

いる対策があるので、これについても

（３）令和時代の警戒避難対策

みると、洪水災害においては本年七月

後述させて頂きたい。

昭和時代の土地利用規制は、砂防指

（１）昭和時代の土地利用規制

土地利用規制の変遷

の熊本県球磨川流域で発生したような
要配慮者施設による被害が目立ち、一
方で土砂災害においては広島県におけ
る平成二六年、平成三〇年の土砂災害
のように、一般の住宅における被害が

は土砂災害のハード対策はその保全を

これは、まず要配慮者施設について

ある。当然のことではあるが、これは

おける開発的行為の規制を行うもので

より、土砂災害の発生源となる区域に

この区域内に新たに居室を有する建物

なった。

増えていく事を大きく抑制できる事と

定地や急傾斜地崩壊危険区域の指定に

選択的、集中的に実施する事ができた

平成、令和の時代でも継続実施されて

（一般の住宅）を建てる事は原則的に

多いように思われる。

が、洪水対策では要配慮者施設だけを

いる。

画期的な事であり、これにより土砂災

に伴い、新規住宅がレッドゾーン内に

土砂災害特別警戒区域の指定の進捗

（３）令和時代の土地利用規制
土砂災害防止法における特別警戒区

害の危険がある区域内の、住宅の数が

禁止されるようになった。この規制は

一方で、土砂災害について一般住宅

域（レッドゾーン）の指定によって、

（２）平成時代の土地利用規制

での人的被害が多いのは、
「自力では

が難しかったためであると考えられる。

ハード的に守るといった対策を取る事

図１．鳥取県における流域全体の総合的な流木対策のイメージ図
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設住宅の安全対策が課題である。これ

にレッドゾーンの中に存在している既

建設される事は抑制できているが、既
ため池事業）との連携、そして河川に

す対策、
農林水産系の事業（治山事業、

は当然として、発生源で流木量を減ら

ためには、県庁内でも関係する担当課

流入した流木の対策まで含めた一貫し

軒のみであれば、その保全は公共性は
が多岐に亘り、関連する事業も複数で

は「ハード整備」で守る事ができれば

低く、個人財産の保全対策と分類せざ
てくるが、具体的には次表のような事

た総合計画を策定する事である。その

るを得なくなる。つまり、砂防事業等
業及び担当課の連携を実施している。

問題ないが、例えば保全対象人家が一

のハード対策は実施できない。
土砂災害特別警戒区域の指定という
土地利用規制を進めるにあたっては、
ハード対策まではとれなくても、個人
で対策を行う場合には補助を設ける事
により、区域指定の促進につながると
考えらえる。この点についても鳥取県

危険度小

A

図３．鳥取県内のトラブルスポットと要対策箇所

（１） ハード対策～総合的な流木対策～
平成二九年七月に九州北部で、大き
な流木災害が発生した事は既述したと
おりである。鳥取県も山林が県土面積

対策分類

気候変動により激甚化する

水 災 害への 対 応

策としては計画的な間伐の実施を、た

なお他の事業については、発生源対

害に留意すべき五六箇所のトラブルス

AA

方を示したフロー図である。なお当県

B

ポットを絞り込み、さらに危険度の高

危険度判定

は、全国でも珍しい「治山砂防課」と

渓流エリア（治山砂防）

い 十 九 箇 所 を 選 定 し て い る〈 図 ３〉
。

図２．渓流エリアにおける要対策箇所の選定フロー

いう組織を有する県であり、普段から

危険度の高い19箇所（要対策箇所）
について、
優先的に対策を検討する。
（評価CD）

現在、令和元年度までに二箇所の整備

リスク評価

砂防事業と治山事業は一つの課の中で

トラブルスポット：56箇所

を終え、残りの十七箇所のうち県単独

の独自制度があるので後述したい。

《重要保全施設》要配慮者利用施設
（学校・病院・福祉施設）、
重要交通網
（緊急輸送路１次・鉄道）、避難所
（直近１０年で流木災害が発生した若桜町、琴浦町、
日南町のみ）

調整を取りながら実施しているため、

C

危険度大

D

・横断構造物がある
・流路護岸工がある

・流木対策設備がない
・重要保全施設がある

事業により実施する十四箇所について

【検討対象】
土砂災害警戒区域（イエロー）2606箇所

このフロー図では両事業を一体的に示

渓流エリア（治山砂防）

も令和四年度までに事業着手する予定

河川課

している（実際には、さらに細かい分

総合的な流木対策
検討事業（河川）

図１は、
これらの事業の関係性及び、

氾濫防止対策

に占める割合が非常に高い県であるた

農地・水保全課

である。

総合的な流木対策
検討事業（ため池）

担をしている）
。このフロー図に基づ

ため池対策

役割分担を示したイメージ図である。

治山砂防課

め、この災害を契機にして平成三〇年

総合的な流木対策
検討事業（治山砂防）

いて、二六〇六箇所の土砂災害警戒区

捕捉対策

そして図２は、砂防事業並びに治山事

森林づくり推進課

度から「総合的」な流木対策に取り組

流木災害に強い森づくり
推進事業

域を分母として、そこから特に流木災

発生源対策

業で受け持つ各事業の絞り込みの考え

＂鳥取方式＂
の各種対策の紹介

鳥取県における
担当課名
事業名

む事となった。ポイントは、砂防事業

特 集
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表2．鳥取県における総合的な流木対策の担当分類

（２） 警戒避難対策～出前裏山診断～

ト対策を実施している。

して警戒避難体制をとるといったソフ

策のほか、水位計や監視カメラを設置

て、河床掘削や伐木伐開等のハード対

い河川内トラブルスポットを抽出し

た河川事業では流木が引っかかりやす

う下流危険度判定に基づく対策を、ま

等による本体危険度及び破堤溢水に伴

ラブルスポットを抽出後、洪水吐閉塞

め池対策は、流木流入の恐れがあるト

とか、ここから水が染み出すようだと

この小石が落ちるようであれば危険だ

面について注意すべきポイント（あそ

２〉
。これにより、自分の家の裏山斜

いう手順で実施をしている〈写真１・

公民館等で地域住民の方に説明すると

一緒に視察し、その診断結果を地域の

集落内の各家屋の裏山を住民の方々と

ある。地域からの要請に応える形で、

バーで実施している斜面診断の一種で

大学名誉教授の藤村尚先生というメン

別警戒区域内にある個人の住宅につい

地域振興策の一環として、土砂災害特

当県では、平成二一年度より中山間

（３）土地
 利用規制関係 
～家屋構造強化支援制度～

技術開発が望まれる分野である。

り、今後はＡＩ等による支援や代替の

ら、年間平均で八件程度の実施数であ

のの、実施に相応の手間がかかる事か

事業はこのように効果が期待できるも

という実績にも繋がってきている。本

令和の時代に入って期待されるの

て、建替え時、あるいはリフォーム時

補強する支援を実施している。
〈写真

は、ドローンを活用した写真やＬＰデ

危険だ、
等）を個別具体に認識できる。

３〉は鳥取市で実施した、個人宅を守

ータの収集、また、それらをＡＩで解

「出前裏山診断」とは平成二五年度

る擁壁建設への補助事例であり、令和

析する事等により、個々の斜面の危険

に一部費用を補助（構造強化した構造

元年度までに九件の実績がある。土砂

度を把握する技術の開発である。当県

実際に、平成三〇年七月豪雨時には、

災害から命のみを守るという意味で

の「出前裏山診断」で、専門家による

から着手した、県の砂防担当職員、地

は、避難すれば良いと言えるが、家屋

知識と経験で実施している事を、これ

おわりに

という財産を守るためには、何らかの

らの新技術によって代替できれば、令

物の延長に基準単価を乗じた額を補

ハード的な対策が必要となる。そして

和の時代にふさわしい一段レベルアッ

この裏山診断を実施した智頭町内のあ

採択要件の関係で公共事業としてのハ

プした土砂災害対策が可能となると考

元役場の防災担当者、砂防ボランティ

ード対策が実施できない家屋に対して

えられ、当県も含めた関係者の取組を

助）して、土砂災害に耐えうる家屋に

は、個人として財産を守る本事業の活
ろである。

期待したい。

写真３．県費補助事業による家屋の構造強化事例

用についても丁寧に説明しているとこ

る集落では一早く住民避難が完了した

写真２．有識者による裏山診断の状況

ア（県土木ＯＢ）の方々、そして鳥取

写真１．住民参加の踏査状況
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