
平成29年九州北部豪⾬「流⽊災害等に対する
治⼭対策検討チーム」中間とりまとめについて

平成30年５⽉25⽇
林野庁治⼭課

福岡県朝倉市の⼭腹崩壊 福岡県朝倉市の流⽊堆積状況

〜⼭地災害対応危機管理研修会及び⼭地防災ヘルパー研修会資料〜

※注：関係資料のみ抜粋

〜⽬次〜

１ 我が国の国⼟の特徴と歴史

２ 近年の⼭地災害の発⽣状況

３ 森林の有する多⾯的機能

４ 治⼭事業の概要

５ 九州北部豪⾬災害の概要と対応
〜「流⽊災害等に対する治⼭対策検討チーム」の

中間とりまとめと今後の治⼭対策について〜

６【参考】中津市耶⾺溪町の⼭地災害（速報）

（省略）

（省略）

（省略）

（省略）
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５ 九州北部豪⾬災害の概要と対応
〜「流⽊災害等に対する治⼭対策検討チーム」の

中間とりまとめと今後の治⼭対策について〜

⼤分県

①
②③

た
る
み
ず

か
の
や

た
る
み
ず

朝倉市

うきは市

福岡県

東峰村
④

⽇⽥市

⑤

④福岡県東峰村

久留⽶市

①福岡県朝倉市(寺内ダム)

③福岡県朝倉市

 被害の状況（平成30年1日17日時点） ※内閣府防災ＨＰ及び消防庁HPより

 ⼈的被害： 死者 40 名、⾏⽅不明者 2名、負傷者 22 名
 建物被害： 住宅被害 （全壊 323 棟、半壊・⼀部破損 1,148棟） 等
 道路その他の被害：橋脚等の倒壊、道路崩壊・通⾏⽌め、鉄道（在来線）の運転休⽌ 等

 山地災害等の発生状況（確定）

 福岡県 【林地被害】 1,016 か所 278 億円 【治⼭施設】 2 か所 3 百万円 【林道施設等】 88 路線 41 億円
 ⼤分県 【林地被害】 61 か所 20 億円 【治⼭施設】 6 か所 3 億円 【林道施設等】 108 路線 10 億円

※福岡県、⼤分県のみ計上。このほか、⻑崎県、熊本県などでも被害が発⽣。

⑤⼤分県⽇⽥市②福岡県朝倉市

(1) 災害の概要５ 九州北部豪⾬災害の概要と対応
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(2) 気象状況①

資料：気象庁HPより

資料：気象庁HP「平成29年7月九州北部豪雨について」より抜粋。
•福岡県朝倉市黒川の北路公民館観測所では、829㎜を観測。

※観測史上1位を更新した地点
（7⽉5⽇0時〜6⽇24時）

※期間降⽔量分布図（７⽉５⽇０時〜６⽇24時）

○最⼤１時間降⽔量
福岡県朝倉市朝倉129.5mm（74.5mm）

○最⼤３時間降⽔量
福岡県朝倉市朝倉261.0mm（132.0mm）
⼤分県⽇⽥市⽇⽥186.0mm（157.5mm）

○最⼤24時間降⽔量
福岡県朝倉市朝倉545.5mm（293.0mm）
⼤分県⽇⽥市⽇⽥370.0mm（309.5mm）

※（ ）は、これまでの観測史上１位
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(2) 気象状況②
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2012(H24)

2014(H26)

2016(H28)

朝倉 ⽇⽥

平成24年九州北部豪⾬

梅⾬前線梅⾬前線

1991年9⽉ 台⾵第１９号（⾵倒災害）

台⾵第４号

(㎜)

(年)

平均⾬量の
約３.９倍

平均⾬量の
約２.６倍

7⽉5⽇の降⾬量
336㎜

7月5日の降雨
量 516㎜

7月5日の降雨
量 516㎜

福岡県（朝倉）
平均⾬量 133㎜
福岡県（朝倉）

平均⾬量 133㎜
⼤分県（⽇⽥）

平均⾬量 127㎜
⼤分県（⽇⽥）

平均⾬量 127㎜

平均値算出期間は１９８０〜２０１６

※気象庁公表データを元に作成

名称は気象庁観測地点名
※年最⼤⽇⾬量の⽐較（福岡県朝倉市朝倉・⼤分県⽇⽥市⽇⽥）
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(2) 気象状況③

１時間
10時

間後

20時

間後

⽇⽥ 17.5 18.5 62.5 109 145.5 220 289.5 317.5 321 322 328.5 329.5 334.5 343.5 344 347 352 357.5 360 360.5 361 362.5 363 365 367.5

朝倉 1.5 2 6 23.5 112 158.5 226 332 354.5 376.5 420.5 479.5 513 513.5 515.5 516 519.5 523 525.5 527.5 531 536 541 542

⽇⽥(H24) 1 4 53 71 73 84.5 121.5 170.5 178 183 189.5 210.5 219 221.5 227 238

朝倉(H24) 1.5 31.5 64.5 70.5 72 72.5 82 124.5 149

0
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1時間当たり106㎜

参考：H24九州北部豪⾬（⽇⽥）

参考：H24九州北部豪⾬（朝倉）

⽇⽥

朝倉
【朝倉】
降り始めから１３時間後に
５００ミリを超える

【朝倉・⽇⽥】
降り始めから８時間後に
３００ミリを超える

1時間当たり74.5㎜

(㎜)
名称は気象庁観測地点名

※気象庁公表データを基に、最⼤１時間降
⽔量を含む連続降⾬を⽰したもの。

※累積⾬量の⽐較（福岡県朝倉市朝倉・⼤分県⽇⽥市⽇⽥）
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(3) ⼭腹崩壊と流⽊の堆積状況

朝倉市 奈良ヶ⾕川の荒廃状況

 崩壊の特徴として、記録的な豪⾬により浸透した地下⽔が集中しやすい凹地形で発
⽣。⼭腹斜⾯がその上で⽣育していた⽴⽊とともに崩壊（約360ha）し、⼤量の流⽊
が発⽣して下流域に被害。
 ⼭腹崩壊に伴い、被害を受けた⽴⽊の量は、19万m3（枝葉と根系を含む。）と推

計。この⼤部分が流⽊となったものと考えられる。
 発⽣⼟砂量は、福岡県内だけで約1,000万m3を超えることが報告されている（九州⼤

学研究グループ）。

朝倉市 妙⾒川の流⽊の堆積状況



上空からのヘリ調査

時系列 対応状況
７⽉７⽇〜28⽇ 発災直後から、福岡県、⼤分県に林野庁担当官（リエゾン）

を派遣。

７⽉10⽇ 「農林⽔産省緊急⾃然災害対策本部」第１回会合を開催

７⽉11⽇ ⼭本農林⽔産⼤⾂が現地調査

７⽉12⽇ 林野庁内に「流⽊災害等に対する治⼭対策検討チーム （以
下、「検討チーム」）」を設置

７⽉14⽇ 礒崎農林⽔産副⼤⾂が現地調査

７⽉19⽇〜21⽇ 検討チームによる現地調査を実施（森林総合研究所、福岡県
及び⼤分県等）

７⽉24⽇〜
９⽉１⽇

林野庁及び各森林管理局職員による「⼭地災害対策緊急展開
チーム」を福岡県に派遣し、現地調査を実施

８⽉25⽇ 福岡県朝倉市の直轄治⼭災害関連緊急事業の実施を発表

８⽉29⽇〜31⽇ 学識経験者による現地調査の実施

11⽉２⽇ 検討チームによる「中間取りまとめ」を公表

12⽉１⽇ 国交省と連携した調査により、緊急的・集中的に流⽊対策が
必要な地区を公表（流⽊災害防⽌緊急対策プロジェクト）

福岡県の政府現地連絡調整室

礒崎農林⽔産副⼤⾂による現地調査

(4) 林野庁の対応状況
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 主な業務

 作業の状況（内業） 作業の状況（外業）

１ 現地調査
① ⼆次的災害のおそれのある⼭地災害発⽣箇所における概況調査、治⼭施設の概略設計
② 被災林道の概略設計等

２ 技術的⽀援
災害復旧等事業に向けた⼯法、設計等の技術的助⾔

(5) ⼭地災害対策緊急展開チームの活動状況

 福岡県より九州森林管理局に対し、災害発⽣箇所の調査、対策検討等についての⽀
援の要請。

 これを受け、「⼭地災害対策緊急展開チーム」として九州局森林管理局に加え、全
国から技術職員を派遣（期間：７⽉24⽇〜９⽉１⽇、延べ274⼈⽇）。
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妙⾒川

⼤型⼟のう設置

北川の状況

奈良ヶ⾕川の状況

妙⾒川における応急対策

(6) 直轄治⼭災害関連緊急事業の実施について
 福岡県知事からの要請を踏まえ、朝倉市内の⺠有林において、「直轄治⼭災害関連

緊急事業」で応急対策等を実施中。
 平成30年度当初予算から「⺠有林直轄治⼭事業」を実施。
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(7) 流⽊災害等に対する治⼭対策検討チームによる検討

 平成29年７⽉12⽇、林野庁内に「流⽊災害等に対する治⼭対策検討チー
ム」を設置。

 学識経験者等から意⾒を伺い、同年11⽉２⽇に中間取りまとめを公表。

今後の事前防災・減災に向けた効果的な治山対策の在り方を検討
～平成29年11月２日に中間取りまとめを公表～

⼭腹崩壊の発⽣メカニズムの
分析・検証流⽊災害等の実態把握

現地調査後の記者会⾒検討チームによる現地調査
（朝倉市の⼭腹崩壊状況）

検討チームによる現地調査
（流⽊の根系の状況）



(８) 現地調査の概要①
林野庁、森林総合研究所、福岡県及び⼤分

県による合同調査や、研究機関及び学術団体
により実施された現地調査の概要は、以下の
とおり。

 ⼭腹崩壊の地質は、変成岩類、深成岩
類、⽕⼭岩類など多様。
 ⼭腹崩壊の多くは、⽔の集まりやすい
凹地形で発⽣。
 ⼭腹崩壊地の崩壊の深さは、ほとんど
の調査箇所において３ｍ程度。いずれも
⽴⽊の根系が及ばない深さで、⾵化した
基岩において崩壊が発⽣。
 ⽴⽊（スギ、ヒノキ等）の根系は、概
ね１〜２ｍの深さまで発達（⼀般的なス
ギの根系発達の特徴である深根性の発達
が⾒られた。）。

崩壊地内縁で２ｍ程度発達した根

⽔が集まりやすい凹地形で
⼭腹崩壊が発⽣

⽴⽊の根系が及ばない深さ
で崩壊が発⽣
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(８) 現地調査の概要②

 既設の治⼭ダムは、上流から流下した
崩壊⼟砂や流⽊を捕捉。とりわけ流⽊捕
捉式治⼭ダムは、流⽊を効果的に捕捉し
ていた。
 渓流内に堆積している流⽊は、根付き
の状態のものがほとんど。
 サンプル調査を実施したところ、林内
で伐採されたと考えられる丸太は、ごく
⼀部※。

※ 林野庁が流⽊の堆積箇所でサンプル調査
を⾏ったところ、調査した流⽊のうち、
切断⾯があったものの本数割合は２％程
度、推計される材積割合は0.5％程度。

 ⼭腹崩壊地周辺の林内において間伐後
に存置されている丸太等について、豪⾬
等により移動した形跡は確認されなかっ
た。

根付きの状態の流⽊（奈良ヶ⾕川）

⼟砂・流⽊の捕捉状況（東峰村 猿喰地区）
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(９) 災害発⽣メカニズムの分析
◆レーダー⾬量と崩壊地との重ね合わせ図

白抜き部分は、データ
の欠損エリア。

データの⽋損はあるものの、⾬量が集中している森林地域において崩壊地
（⾚⾊）が多数発⽣。

朝倉インターチェンジ。
その周辺上部は市街地
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◆地質と崩壊地との重ね合わせ図

ピンクは深成岩類
（花崗岩等（マサ
土を含む））

茶色は変成岩類

崩壊地（⾚⾊）の地質は、変成岩類、深成岩類、⽕⼭岩類など多様。

緑色は火山岩類
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◆尾根⾕度と崩壊地との重ね合わせ図（福岡）
⻩⾊の尾根は明瞭に残り、⻘⾊と⾚⾊が重複しており、⾕に崩壊地が集中。
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◆森林と崩壊地の関係①

10〜13齢級が中
⼼。壮齢林における⼭
腹崩壊の発⽣が⼤量の
流⽊につながる。
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齢級

⼀⽅、各齢級別⾯積での崩
壊⾯積率を算出した場合、
１〜２齢級で崩壊が発⽣す
る割合が⾼い。

※⼈⼯林の齢級別の森林⾯積、崩壊地の割合

※⼈⼯林の齢級別の崩壊⾯積率

10〜13齢級
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※施業の有無別の崩壊⾯積率

⼈⼯林の崩壊箇所における過去10年間の施業履歴を確認したところ、崩壊
⾯積率は、わずかではあるが施業履歴なしが施業履歴ありを上回る結果とな
り、間伐等の実施の効果が発揮された可能性が考えられる。
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◆森林と崩壊地の関係②

⼭地災害の発⽣メカニズム

 １時間降⽔量５０ミリを上回るよう
な強⾬が⻑時間連続するなど、記録的
な豪⾬が発⽣。

 多量の⾬⽔が周辺森林から０次⾕※等
の凹地形へ集中し、⼟壌の深い部分まで
浸透。⽴⽊の根系が及ぶ範囲より深い部
分で表層崩壊が発⽣（施業の有無よりも
地形条件等の違いによる影響が⼤きいと
考えられる）。

 崩壊地に⽣育していた⽴⽊と崩壊⼟砂
が、著しく増加した流⽔により、渓流周
辺の⽴⽊や⼟砂を巻き込みながら下流域
に流下。

(10) 中間とりまとめの概要

※ 明瞭な流路を持たない⾕頭の集⽔地形。
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【参考】

【通常時】
• 森林において、⾬⽔の⼤部分は地中に浸透し、表⾯侵⾷が

防⽌される。また、樹⽊の根系が表層⼟を斜⾯につなぎとめ
ることで表層崩壊が防⽌される。

基岩

下層⼟

表層⼟

落葉落枝層

【集中豪⾬などの発⽣時】
• 降⾬量の増⼤につれて、⼟壌中の⽔が飽和状態となる。

このとき、⼟層は上向きの浮⼒を受けるため、不安定な状態
となり、もちこたえられなくなると崩壊が発⽣する。

• 異常な豪⾬では、森林の有無よりも、地質・傾斜などが崩壊
に密接に関係する。

出典：⽇本治⼭治⽔協会「森林の⼟砂崩壊防⽌機能」
防災科学技術研究所「防災基礎講座」

※⼤⾬により崩壊が発⽣しやすい箇所の例
地形：斜⾯傾斜が急なところ、⾕型で⽔が集まりやすいと

ころ 等
地質：⾵化を受けやすい花崗岩、変質し粘⼟になりやすい

⽕⼭岩・変成岩、シラスともよばれる⽕砕流堆積物 等

浮⼒

◆崩壊発⽣のメカニズム
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 下流域での流⽊による被害を防⽌・軽減するため、森林域できめ細かな対策を実施。
 具体的には、流⽊災害の発⽣メカニズム等を踏まえつつ、０次⾕等を「発⽣区域」、

その下流部を「流下区域」及び「堆積区域」に区分し、崩壊⼟砂や流⽊の形態に応じた
対策を実施。

具体的な対策

⼭
腹
崩
壊
の

発
⽣
を
防
⽌

発
⽣
区
域
で
⽣
じ
た
⼭
腹
崩
壊

に
よ
る
被
害
拡
⼤
を
抑
制

 保安林の適正な配備
 間伐等による根系等の発達促進
 ⼟留⼯等による表⾯侵⾷の防⽌ 等

 流⽊化する可能性の⾼い⽴⽊の伐採
による下流域の被害拡⼤の抑制

 流⽊捕捉式治⼭ダムの設置等による
効果的な流⽊の捕捉 等

 森林を緩衝林として機能させること
による堆砂の促進や流⽊の捕捉

 治⼭ダムの設置等による渓床の安定
や流⽊の流出拡⼤防⽌ 等 54

対策前

根系や下層
植⽣を発達
させること
が必要

対策後

治⼭ダム

荒廃危険斜⾯

表⾯侵⾷等

⼭腹崩壊に伴い崩壊⼟砂
や流⽊が発⽣するおそれ

⾬⽔の集中

保安林の適正な
配備を進め、
凹地形での⾮皆伐
施業を推進

具体的な対策（発⽣区域）

後継樹となり得
る⽊本類の導⼊

⼟留⼯等の
⼭腹⼯
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間伐等により
根系や下層植⽣の
発達を促進

堆積⽊、倒伏⽊ 管理道の整備

治⼭ダム

堆積⽊、倒伏⽊の除去

⼭腹崩壊地に⽣育していた⽴⽊と
崩壊⼟砂が渓流周辺の森林を巻き
込みつつ流下

根系や下層植
⽣を発達させ
ることが必要

護岸⼯

根系や下層植⽣の発達、後継
樹となり得る⽊本類の導⼊

対策前

具体的な対策（流下区域）

流路部の⽴⽊

渓岸の侵⾷、不
安定⼟砂の堆積

流⽊捕捉式
治⼭ダムの設置 流⽊化する可能性の⾼い

流路部の⽴⽊を伐採
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対策後



◆流⽊捕捉式治⼭ダムとは？

治⼭ダムにスリット状の構造を付加し、流⽊を捕捉する機能を兼ね備えたもの。

（北海道）

朝倉市での事例→
流⽊捕捉式治⼭ダムの流⽊捕捉状況

（朝倉市佐⽥地区）

スリット状の
構造
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対策前

具体的な対策（堆積区域）

根系や下層植
⽣を発達させ
ることが必要

渓岸の侵⾷

堆積⽊、倒伏⽊

緩衝林として、根系の発達、
⽴⽊の肥⼤成⻑を促進

流⽊捕捉式治⼭ダム

護岸⼯

堆積⽊、倒伏⽊の除去
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対策後

管理道の整備

治⼭ダムの設置
等による渓床の
安定
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（11）緊急点検の実施と流⽊災害防⽌緊急治⼭対策プロジェクトについて
（12⽉１⽇公表）

緊急点検
の内容

• 森林の状況
• 山腹崩壊等の発生履歴
• 地形、地質 等

点検結果 ○ 緊急的・集中的に流⽊対策が必要な地区

○ 全国の中⼩河川の緊急点検を実施する国⼟交通省と連携して、⼭地災害の発⽣するお
それのある地区（約18万地区）等について、緊急点検を実施。

緊急対策の内容
○ 緊急点検により抽出した地区において、「流⽊災害等に対する治⼭対策検討チーム」の

中間取りまとめを踏まえた対策を実施
なお、国⼟交通省と連携し、上下流⼀体となった対策にも取り組む

流⽊捕捉式治⼭ダムの設置 流⽊化する可能性の⾼い⽴⽊の伐採間伐等による根系等の発達促進

約1,200地区

• 渓流沿いに土石流等で流木化するおそれのある立木等が多数存在している
• ０次谷等の凹地形及び渓床・渓流が荒廃している
• 上記箇所と同一の地質が流域内に広く分布している

（抽出のポイント）

（点検の内容）

（約３年間 対策費：約600億円（事業費ベース））
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６【参考】中津市耶⾺溪町の⼭地災害（速報）



なかつし やばけいまち かなよし

崩壊箇所

国⼟地理院地図より

集落

最⼤幅160m、最⼤⻑さ160mの範囲で崩落

集落

最⼤幅160m

被災箇所

⼟砂流出状況

仮設大型土のう

排⽔管（⼟⽊）

工事用道路仮設矢板工

災害関連緊急地すべり防⽌事業の事業計画

⼭腹⼯
（調査結果により⼯法を決定）

最⼤⻑さ
（⽔平距離）220m

(1)中津市耶⾺溪町で発⽣した⼭地災害の対応について

○ 被災箇所 ⼤分県中津市耶⾺溪町⾦吉（⺠有林）
○ 被害状況 ⺠家の裏⼭が最⼤幅160m、最⼤⻑さ（⽔平距離）220mの範囲で崩落

住家全壊４棟、死者６名
被災箇所付近の市道が通⾏⽌め、⾦吉川への⼟砂流⼊

○ 林地概況 ⼟砂流出防備保安林に⼀部指定。(補助治⼭事業により落⽯防⽌柵⼯を施⼯)
○ 対応状況 4⽉11⽇：中津市にリエゾンとして九州森林管理局⼤分⻄部署職員を派遣。

⼤分県に林野庁災害対策担当職員を派遣。
4⽉12⽇(国研) 森林総合研究所等から⼭地災害専⾨家を派遣。
4⽉15⽇：礒崎農林⽔産副⼤⾂による現地調査を実施。
4⽉17⽇：災害関連緊急地すべり防⽌事業を採択。（事業主体：⼤分県）

(事業費；約2億円 事業内容；応急⼯事、調査設計、警戒避難観測)
※ 調査設計等の結果を踏まえ、本体⼯事を追加予定。

４⽉27⽇〜29⽇：(公社)⽇本地すべり学会、⼤分県等と合同現地調査を実施
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(2)⽇本地すべり学会、林野庁、⼤分県等の合同現地調査結果
◆調査結果の概要等①

⽇本地すべり学会、林野庁、⼤分県等は、4⽉27
⽇・28⽇に合同で現地調査を⾏うとともに、29⽇
に調査結果を中津市、地元住⺠等に説明。調査結
果の概要や学識経験者の主な指摘事項は、以下の
とおり。

【崩壊の特徴について】

 滑落崖の⾼さ20m〜30mとスギの根系の深
さ1.5mとを⽐較すれば、森林の状況は、崩壊に
影響を及ぼしていない。

 （斜⾯中腹の地下⽔の）湧出地点には地下⽔
の接触により粘⼟化した柔らかい地層が露出し
ていた。その地層に起因した地すべりであった
可能性がある。

 ①⼀般に崩壊発⽣との関連性が⾼い降⾬が、
災害発⽣前に数⽇間観測されていなかったこ
と、②斜⾯災害につながるような予兆が把握さ
れていなかったことから、災害発⽣の緊迫性を
予測することは困難であった。

スギの根系約1.5m

滑落崖の⾼さ
約20m〜30m

○
地下⽔湧出地点

地下⽔湧出地点の粘⼟層
（地下⽔による影響と想定）

滑落崖表⾯から凝灰⾓礫岩の
地層構造を調査
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◆調査結果の概要等②

【今後の対応について】
 崩壊するおそれのある箇所をモニタリン
グする。また、出⽔期に向けて警戒避難体
制の強化を図る必要がある。

 発⽣メカニズムの解明と恒久対策のため
には、地質構造、地下⽔、地すべり⾯等の
状況を確認するため、調査ボーリング等の
詳細な調査を⾏う必要がある。

【学識経験者の主な指摘】
 崩壊斜⾯は、複数のブロックに分かれ、
短時間で連続的に発⽣したことが想定され
る。

 発⽣メカニズムや原因の解明は、直接的
に降⾬を伴わない⼭地災害の発⽣について
も理解が進むため、今後の災害発⽣リスク
の評価向上につながり、より広い地域の⼭
地災害の被害軽減も期待できる。このため
積極的に取り組んでいく必要がある。

⼟砂流出・地下⽔湧出状況を調査

不安定な地すべり⼟塊
の上のスギ倒⽊

滑落涯に設置した伸縮計
によるモニタリング

調査結果を中津市⻑に報告
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⼤分合同新聞2018.4.11

「前兆だったかも」数⽇前に⼭⽔ 耶⾺溪の崩壊
寝静まった⼭村、⼟砂が⼀気に飲み込む

寝静まった⼭村の家々を⼟砂が⼀気にのみ込んだ。１
１⽇未明、中津市耶⾺渓町⾦吉の裏⼭で起きた⼤規模な
崩落。３世帯６⼈と連絡が取れず、警察や消防、⾃衛隊
などが懸命に救出作業を続けた。「どうしてこんなこと
に」「無事でいてほしい」。地域住⺠は茶⾊に染まった
集落を祈るように⾒つめた。

「ドスン、ドスン」
⼟砂に埋まった住宅３棟のそばで暮らす畜産業の⾶瀬

（とびせ）幹⼦さん（７０）は、就寝中に⼤きな⾳で跳
び起きた。「何が落ちたのか」。台所には裏⼭の⽅から
⼟砂が流れ込んでいた。

「危ない。逃げな」。別の部屋で寝ていた娘や孫に声
を掛け、慌てて屋外に逃げた。夫は町内で新聞配達業を
営む息⼦を⼿伝っており、既に朝刊の配達に出掛けてい
た。

思い返せば、夫が２〜３⽇前に「⼤きなミミズを何匹
も⾒た」「普段にはない⼭⽔が出ていた」と話していた。
地響きのような⾳も聞いたという。「あれが前兆だった
かもしれない」

⽜８頭は⼟砂に埋まった。「たまがった。こんなこと
があるんかな。隣の⼈もまだ…」。震えながら現場の救
出作業を⾒守った。（以下、略）

【補⾜】警戒避難体制の周知①

ＮＨＫニュース2018.4.13

⼤分 ⼟砂災害 斜⾯上部で⾼さ20ｍまで岩盤崩
れたか 専⾨家調査

11⽇、⼤分県中津市で起きた⼟砂災害で、崩壊した斜
⾯の上部では、もともとの地表⾯からおよそ20メートル
の深さまで岩盤が崩れたと⾒られることが、専⾨家によ
る現地調査でわかりました。専⾨家は、この岩盤が中腹
にある⽊や岩を巻き込みながら急な斜⾯を⼀気に流れ下
り、⼤規模な崩壊につながったと推定しています。

現地調査を⾏ったのは、⿅児島⼤学や国⽴研究開発法
⼈・森林総合研究所などの調査団で、12⽇、現場の状況
を詳しく調べました。

（略）
調査団の１⼈で、⿅児島⼤学の下川悦郎名誉教授は

「今回のような⼤⾬や地震がない中で⼤規模な崩壊が起
きるのはまれだが、急な斜⾯のふもとに住宅がある危険
な場所は全国に数多くある。こうした場所に住む⼈たち
は、⽇頃から⽊が傾いていないかなど、⼭の状況を把握
するようにしてほしい」と話していました。



【補⾜】警戒避難体制の周知②
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ご清聴ありがとうございました。


