「基礎から学ぶインフラ講座」では、これまで「河川」「道路」「港湾」等の各事業ごとに管理区分、事業制度等をわかりやす
く体系的に解説し、各事業に共通する「入札契約」について関係法令や入札方式等を解説してきました。今号は「砂防事業」です。
専門知識を有する上司や先輩が少ない職場の会員や新規採用、人事異動によって初めて当該事業を担当する会員の皆様が基礎的
知識を習得する際等にお役立てください。

基礎から学ぶインフラ講座

基礎から学ぶ砂防事業（１）
こ

たけ

小 竹
1．はじめに

とし

あき

利 明＊

年制定）、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関す

日本列島は国土の約７割が山地・丘陵地であり、

る法律」（1969年制定）及び土砂災害対策のソフト

急流河川が多く、地質的にも脆弱である上に、降水

施策を実施することを目的として平成13年４月に

量も多いことから土砂災害が発生しやすく、過去

施行された「土砂災害警戒区域等における土砂災害

10年（平成23年〜令和２年）の土砂災害発生件数

防止対策の推進に関する法律（以下、「土砂災害防

は平均で年約1,500件と、多大な被害を与えていま

止法」という。）」の４つの法律に基づき実施されて

す。加えて、世界の約１割にあたる111の活火山が

います。これらの法律により、ハード施策とソフト

分布しているほか、世界の約２割の地震が発生する
など、厳しい国土条件のため、多くの人々が土砂災
害の危険にさらされています。
土砂災害から国民の生命と財産を守る日本の砂防
の歴史は古く、山地の荒廃を防ぐために676年に天
武天皇が伐採禁止の勅令を発したとの記録が残って
います。本格的な砂防事業は、1800年代後半に来

『国土保全』

人命保護

ソフト対策
『警戒避難』
『土砂災害防止法』に基づく
•土砂災害警戒区域指定
•土砂災害ハザードマップ作成
•緊急調査
•情報システム整備
•雨量等の観測体制の整備
•大規模崩壊の検知
•土砂災害からの避難に資する
情報の発表 等

開発抑制・人命の保護

ソフト対策
『土地利用規制』

防災・減災
ハード対策
『施設整備』

『土砂災害防止法』に基づく
•土砂災害特別警戒区域指定
•開発行為の制限、建築物の
構造規制
• 砂防事業
（砂防堰堤、渓流保全工、 •特別警戒区域からの家屋移
転の促進
等）
• 地すべり防止工事
『砂防法』等に基づく
（排水工、抑止杭、等）
•砂防指定地等による行為の
• 急傾斜地崩壊防止工事
規制
（のり枠工、等）

日したオランダ人技師ヨハネス・デ・レーケらの指
導により開始され、木曽川、淀川などが近代砂防発

人命・財産の保護

図−１

祥の地として知られています。荒廃山地に緑を復元

土砂災害対策の３本柱

し、下流への土砂流出を防ぐことからスタートした
砂防事業は、時代の流れとともに、施策・事業など

砂防法

の充実・強化を図り、着実に土砂災害対策を推進し

急傾斜地崩壊防止法

土砂災害の発生源

地す べ り等防止法

ています。

ハード対策
○砂防工事
○地すべり防止工事
○急傾斜地崩壊防止工事

2．法制度

ソフト対策
土石の採取等の行為制限

土砂災害防止法
ソフト対策
○警戒避難体制の整備
○開発行為の規制
○建築物の構造規制
○移転等の勧告
○避難に資する情報の提供

砂防関係事業は現在、土砂災害の発生源の行為制
限を含んだ工事中心のハード対策の法律である「砂
防法」
（1897年制定）
、
「地すべり等防止法」
（1958
＊国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 砂防計画課 土砂災害防止技術推進官
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土砂災害の危険地域

図−２

土砂災害関係の４法律

砂防法

（明治30年制定）

荒廃山地等
での有害行
為の禁止・
制限、土砂
生産の抑制
、流出土砂
の扞止・調
節により土
砂災害を防
止

地す べ り等
防止法

急傾斜地崩壊
防止法

砂防法では
採択できな
い都市周辺
の地すべり
等が有り、
新たな対策
促進のため
制定

早急ながけ
崩れ対策の
促進を求め
る世論を受
け制定

土砂災害防止法

（昭和33年制定） （昭和44年制定） （平成12年制定） （平成22年改正） （平成26年改正） （平成29年改正） （令和3年改正）

いわゆる「治
水上砂防」
を目的とし
た法律
年 月
、西九州地
方で発生し
た地すべり
災害が契機
となった

年に長
崎県、広島
県などで発
生 し た 局地
的な豪雨に
よりがけ崩
れによる被
害が多発し
たことが契
機となった

ハ ー ド 対策

図−３

土砂災害の
発生する恐
れがある区
域 の周 知 、
警戒避難体
制 の整 備 、
開発行為の
制限、建築
物の安全性
の強 化 等 、
ソフト対策
の必要性が
強く認識さ
れ新たに制
定
年 月
、広島市、
呉市で多発
した土石流
、がけ崩れ
災害が契機
となった

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
示の判断を
行えるよう
必要な情報
の提供を行
うため改正
年 の
新潟県中越
地震、
年の岩手・
宮城内陸地
震における
河道閉塞の
発生が契機
となった

都道府県に
対する基礎
調査の結果
の公表の義
務付け、都
道府県知事
に対する土
砂災害警戒
情報の市町
村長への通
知及び一般
への周知の
義務付け等
の措置を講
じるため改
正

年 月
、広島市で
多発した土
石流災害が
契機となっ
た

要配慮者利
用施設にお
ける避難確
保計画及び
計画に基づ
く避難訓練
の実施を施
設管理者等
へ義務付け
るため改正

年 月
、岩手県岩
泉町の高齢
者グループ
ホームが河
川の氾濫に
よって被災
したことが契
機となった

ソ フ ト 対策

要配慮者利
用施設にお
ける避難訓
練実施結果
の市町村長
への報告、
当該報告を
受けた市町
村長が施設
管理者等に
必要な助言
又は勧告を
行うことがで
きるよう改
正
年 月豪
雨、熊本県球
磨村の老人ホ
ームにおいて
避難計画策
定、避難訓練
を実施してい
たが被災した
ことが契機と
なった

土砂災害対策に関する法制度の概要

雨水などによる地下水が原因で発生する地すべり災
害を防ぐため、一定の行為を制限するとともに、防
止施設を整備することによる災害防止が図られるこ
とになりました。
３）急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
戦後の目覚ましい高度経済成長は人口及び産業の
都市集中化を促進し、都市の過密化と都市周辺の山
地丘陵部の開発が進展し、その結果、このような地
域で集中豪雨や地震などによりいわゆるがけ崩れが
発生すると、多くの被害がもたらされました。こう
した中で、昭和42年（1967年）の広島県呉市、兵

施策を組み合わせて土砂災害対策を推進しています

庫県神戸市の災害などを受けて、昭和44年（1969

（図−１〜３）
。

年）に砂防法や地すべり等防止法で対応することの

１）砂防法

できないがけ崩れ災害を対象とした「急傾斜地の崩

「砂防法」は荒廃山地などにおける緑の復元や有

壊による災害の防止に関する法律」が制定されました。

害行為の禁止・制限を行い、土砂の発生を抑制し、

本法の制定により、急傾斜地崩壊危険区域を指定

流出する土砂を抑制・調節することにより、土砂に

し、がけ崩れにより危険が生じるおそれのある土地

起因する災害（土砂の流出に伴う洪水による災害や

で、がけ崩れのおそれのある行為を制限するととも

土石流による災害など）による被害を防止・軽減す

に、防止施設を整備することによる災害防止が図ら

ることを目的としています。

れることになりました。

本法の制定により、砂防指定地を指定し、土砂災
害の原因となるような行為を制限するとともに、砂防

４）土砂災害防止法
平成11年に広島県広島市、呉市を襲った土砂災

施設を整備することにより災害防止を図っています。

害を契機に、住宅の新規立地の抑制や土砂災害のお

なお、本法は最も古い法律の一つであり、カタカ

それのある区域についての危険の周知などソフト対

ナで記載されている法律として残っている数少ない

策を講じるため、住宅などの新規立地抑制策と警戒

ものの一つです。

避難体制の整備を柱とした「土砂災害防止法」が平

２）地すべり等防止法

成12年に制定され、ソフト対策の充実、強化が図

昭和32年（1957年）の熊本県、長崎県、新潟県
などで相次いで発生した地すべり災害を契機に、昭
和33年（1958年）に「地すべり等防止法」が制定
されました。地すべり等防止法の制定以前は、地す
べり対策は砂防法、森林法などのもとに実施され、
相当の成果があげられてきましたが、地すべり防止
工事をより効果的に行い、地すべりの防止のために
有害な行為の規制などの必要な措置を講ずるため、
当時の建設省及び農林水産省の共管により本法が制
定されました。
本法の制定により、地すべり防止区域を指定し、

られることになりました（図−４）。
土砂災害防止法は、 国民の生命及び身体を 保護する ため、 土砂災害が発生する おそれ
のある 土地の区域を 明ら かにし 、 当該区域内で 警戒避難体制の整備や、 ハザード マ ッ
プ の配布、 一定の開発行為の制限、 建築物の構造の規制等のソ フ ト 対策を 推進する こ
と を 目的と し て いま す。
土砂災害警戒区域（ イ エロ ーゾ ーン ）

土砂災害によ る 被害を 防止・ 軽減する ため、 危
険の周知、 警戒避難体制の整備を 行う 区域
➢ 警戒避難体制の整備【 市町村等】
➢ ハザード マッ プ の配布【 市町村等】
➢ 要配慮者利用施設における 避難確保計画の作成等【 施設管理者】

土砂災害ハザード マッ プ の
作成・ 配布（ 茨城県鉾田市）

住民によ る 土砂災害
ハザード マッ プ 確認状況
（ 鹿児島県垂水市）

土砂災害特別警戒区域（ レ ッ ド ゾ ーン ）

避難に配慮を 要する 方々が利用する 要配慮者利用施設等が新た に土砂災
害の危険性の高い区域に立地する こ と を 未然に防止する た め、 開発段階
から 規制し て いく 必要性が特に高いも のに対象を 限定し 、 特定の開発行
為を 許可制と する な ど の制限や建築物の構造規制等を 行う 区域。
➢ 特定開発行為に対する 制限【 都道府県】
➢ 建築物の構造規制【 都道府県ま たは市町村】
➢ 建築物の移転等の勧告【 都道府県】 】

図−４ 土砂災害防止法の概要と土砂災害警戒区域等の指定
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防止するために必要な警戒避難体制に関

＜土砂災害警戒区域等の指定基準＞

土石流

地滑り

急傾斜地の崩壊

※山腹が崩壊して生じた土石等又は
渓流の土石等が一体となって流下する
自然現象

※土地の一部が地下水等に起因して滑る自
然現象又はこれに伴って移動する自然現象

※傾斜度が３０°以上である土地が崩壊する自然現象

する事項を市町村地域防災計画に定める
ことなどが市町村に義務付けられました。

急
傾
斜
地
の
高
さ
ｈ

平成17年７月には、要配慮者の被災
が多発していることや、円滑な警戒避難
が行われるために必要な事項を住民に的
確に周知することの必要性を踏まえ、要

地すべりの
長さ

配慮者利用施設への情報などの伝達や土
砂災害ハザードマップの配布などに関す

・土地の勾配２度以上

・地滑りの長さの２倍以内

※１

る規定が市町村の責務として新たに追加

・急傾斜地の上端から１０ｍ
※２
・急傾斜地の下端から高さの２倍以内

※１ ただし２５０ｍを越える場合は２５０ｍ

されました。

※２ ただし５０ｍを越える場合は５０ｍ

平成23年５月、近年の大規模地震や

図−５ 土砂災害警戒区域等の指定基準

火山噴火などに伴う土砂災害を踏まえ、

土砂災害防止法は平成13年４月に施行され、平

土砂災害防止法が一部改正されました。この改正に

成13年７月に国が策定した「土砂災害防止対策基

より、重大な土砂災害が急迫している状況において、

本指針」に基づき、各都道府県において、土砂災害

市町村が適切に住民の避難指示の判断などを行うこ

警戒区域等の指定のために必要な基礎調査が実施さ

とができるよう、河道閉塞や火山噴火に起因する土

れています。平成15年３月には全国で初めて広島

石流などの特に高度な技術を要する場合については

県において13箇所の土砂災害警戒区域の指定が行

国が、地すべりについては都道府県が、それぞれ緊

わ れ、 令 和 ２ 年12月 末 現 在 で 土 砂 災 害 警 戒 区 域

急調査を行い、その結果に基づいて土砂災害が想定

640,810箇所、土砂災害特別警戒区域517,243箇所

される土地の区域及び時期の情報（土砂災害緊急情

が指定されるなど、各都道府県において、基礎調査

報）を市町村に通知することなどにより、土砂災害

の結果に基づき、逐次指定作業が進められていると

から国民の生命・身体の保護を図ることとなりました。

ころです（図−５、６）
。

平成26年８月豪雨による広島県広島市での土砂

土砂災害防止法により、土砂災害警戒区域の指定

災害等においては、土砂災害警戒区域等の指定や基

があったときは、当該警戒区域ごとに、土砂災害を

礎調査がなされていない地域が多く、住民等に土砂
災害の危険性が十分に伝わっ
基礎調査完了区域数※
区域

（区域数）

ていなかったなど課題が明ら
かとなりました。このような
課題を踏まえ、平成27年１

【区域指定数】
土砂災害警戒区域
うち土砂災害特別警戒区域

月に土砂災害防止法が一部改
正されました。この改正によ
り、都道府県に対し基礎調査
の結果の公表が義務付けられ、
年度末

年度末

年度末

年度末

年度末

年度末

年度末

年度末

年度末

年度末

年度末

年度末

年度末

年度末

年度末

年度末

年度末

年度末

年度末

※基礎調査完了区域数
基礎調査完了とは、当該都道府県内における土砂災害のおそれがある箇所全てについて一通り基礎調査を実施することをいう。
基礎調査完了区域数は、令和 年 月末時点の値であり、今後、変更の可能性がある。

図−６ 全国の土砂災害警戒区域等の指定状況の推移（令和２年３月末時点）
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住民等に早期に土砂災害の危
険性を周知することとなりま
した。さらに、土砂災害警戒
情報を法律上に明記するとと

もに、都道府県に対し市町村長への通知及び一般へ

水被害対策法等の一部を改正する法律案」（流域治

の周知が義務付けられ、円滑な避難指示等の発令に

水関連法案）が、令和３年２月に閣議決定されまし

資する情報を確実に提供することとなりました。ま

た。この改正により、土砂災害警戒区域内の要配慮

た、土砂災害警戒区域の指定があった場合の市町村

者利用施設の管理者等は、避難訓練の実施結果を市

地域防災計画において、避難場所・避難経路等に関

町村長に報告するとともに、当該報告を受けた市町

する事項等を定めることとし、避難体制の充実・強

村長は、当該施設の管理者等に必要な助言又は勧告

化を図ることとなりました。

１）２）
をすることができることとなりました（図−７）
。

平成28年８月の台風10号による高齢者グループ
ホームの浸水被害を踏まえ、土砂災害に対しても、
要配慮者利用施設における避難体制の強化を図るた
めに、平成29年６月に水防法の改正と併せて、土
砂災害防止法が一部改正されました。この改正によ
り、土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理
者等に対して、避難確保計画の作成と避難訓練の実
施が義務付けられ、利用者の円滑かつ迅速な避難の

平成 年 月広島市、呉市等における集中豪雨で土砂災害により死者 名

（施行年月を記載）

平成13 年4月
土砂災害防止法施行

・基礎調査の実施および土砂災害警戒区域等の指定による危険の周知
・土砂災害警戒区域における警戒避難体制の整備
・土砂災害特別警戒区域における住宅等の新規立地の抑制等

平成 年台風等による土砂災害が相次ぎ、高齢者等防災上配慮を要する者の被災が顕著

平成17 年7月
一部改正

・土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設への情報伝達、土砂災害
ハザードマップの配布等を義務付け
平成20 年岩手・宮城内陸地震で多数河道閉塞が発生

・大規模な土砂災害が急迫している場合における緊急調査の実施
・被害の想定される区域・時期の情報（土砂災害緊急情報）を市町村へ
通知、一般へ周知

平成23 年5月
一部改正

平成26 年8 月広島市北部における集中豪雨で土砂災害により死者74 名

・基礎調査結果の速やかな公表
・避難経路を市町村地域防災計画に位置づけるなど、警戒避難体制の
強化・充実
・土砂災害警戒情報の市町村への通知、一般への周知を義務付け

平成27 年1月
一部改正

平成28 年8 月岩手県岩泉町の高齢者グループホームが河川の氾濫により被災、死者9 名

平成29 年6月
一部改正

・要配慮者利用施設における避難確保計画及び計画に基づく避難訓練
の実施を施設管理者等へ義務付け
令和2 年7 月豪雨時に熊本県球磨村の老人ホームにおいて避難確保計画を策定、避難訓練を実施していたものの人的被害が発生

令和3年2月（法案閣議決定） ・要配慮者利用施設における避難訓練の実施結果を市町村長に報告す
るとともに、当該報告を受けた市町村長は施設管理者等に必要な助言
一部改正（今回） 又は勧告を行うことができる

確保を図ることとなりました。
また、平成30年７月豪雨、令和元年東日本台風
等では、逃げ遅れによる被災や土砂災害警戒区域等
の指定に時間を要している等の課題が顕在化しまし

図−７

土砂災害防止法の改正経緯

3．事業制度

た。社会資本整備審議会 河川分科会 土砂災害防止

砂防関係事業はそれぞれの法律の規定により、基

対策小委員会においてこれら課題に関して調査・審

本的には都道府県において行うこととされています。

議が行われ、令和２年３月に答申がとりまとめられ

ただし砂防事業と地すべり対策事業は、特に高度な

ました。答申及び委員会における意見等を踏まえ、

技術を要するなど都道府県が実施困難な場合には直

令和２年８月に土砂災害防止対策基本指針を変更し、

轄で事業を実施することできます。このため、砂防

今後の基礎調査では３次元地形
データ等から得た詳細な地形図

「砂防関係事業の概要」について、毎年度更新し、砂防部HPに掲載
URL：https://www.mlit.go.jp/river/pamphlet_jirei/sabo/pdf/outline_of_sabo_works_2021.pdf

データの活用や、土砂災害警戒
区域等の早期指定、当該区域を

令和３年度

砂防関係事業の概要

砂防関係事業体系図

砂防事業費

砂防事業費

河川等災害関連事業費

河川等災害関連緊急事業費

砂防事業

明示した標識等の設置などによ

砂防災害関連緊急事業

火山砂防事業
砂防管理費

り、土砂災害に対する理解の深

地すべり対策災害関連緊急事業
河川等災害関連事業費補助
災害関連地域防災がけ崩れ対策事業

特定緊急砂防事業費
砂防事業調査費

災害関連緊急砂防事業費補助

化、避難の実効性向上を推進し

地すべり対策事業費

災害関連緊急砂防事業

特定緊急砂防事業費補助

災害関連緊急地すべり対策事業

ていくこととしています。

砂防激甚災害対策特別緊急事業費補助

災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業

砂防激甚災害対策特別緊急事業費補助

災害関連急傾斜地崩壊対策特別事業

令和２年７月豪雨等の近年の

特定緊急地すべり対策事業費補助
社会資本総合整備事業費
地すべり激甚災害対策特別緊急事業費補助
社会資本整備総合交付金

気候変動の影響による降雨量の
増加等に対応するため、流域全
体を俯瞰し、あらゆる関係者が
協働して取り組む「流域治水」
の実現を図る「特定都市河川浸

災害関連緊急雪崩対策事業

火山砂防激甚災害対策特別緊急事業費補助

特定土砂災害対策推進事業費補助
大規模特定砂防等事業費補助

防災・安全社会資本整備交付金
沖縄振興公共投資交付金

事業間連携砂防等事業費補助
沖縄振興公共投資交付金
大規模更新砂防等事業費補助

-OUTLINE OF SABO WORKS令和３年度
国土交通省 砂防部

※内閣府所管

まちづくり連携砂防等事業費補助

総合流域防災事業費

凡例
直轄
補助

総合流域防災対策事業費
交付金

急傾斜地崩壊対策等事業費

沖縄振興

：直轄事業
：補助事業
：社会資本整備総合交付金
防災・安全社会資本整備交付金
：沖縄振興公共投資交付金

急傾斜地崩壊対策事業調査費

図−８

砂防関係事業の概要
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関係事業は大きく直轄事業と都道府県事業に分類す

計画において土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施

ることができます。

設の名称及び所在地、情報伝達体制等を定めるとと

また、予防保全事業と災害対策事業という分類も

もに、これら施設の管理者等に対し避難確保計画の

可能です。災害が発生する前から予防保全事業によ

作成及び計画に基づく訓練の実施を義務づけ、施設

り施設を整備しておくことが理想ですが、災害によ

利用者の円滑かつ迅速な避難の確保が図られるよう

り被害が発生してしまった場合にも迅速な復旧を図

支援を行っています。

れるように災害対策事業も整備されています。

３）地域防災力向上に資する土砂災害対策

これらの事業制度の詳細については「砂防関係事

土砂災害リスクが高く、土砂災害の発生による地

業の概要」としてまとめており、国土交通省砂防部

域住民の暮らしへの影響が大きい中山間地域におい

のホームページに掲載しています（図−８）
。

て、地域社会の維持・発展を図るため、人命を守る

３）

とともに、避難場所や避難路、役場等の地域防災上

4．施策

重要な役割を果たす施設を保全する土砂災害防止施
設の整備を推進しています。また、リスク情報の提

１）根幹的な土砂災害対策
近年の大規模な土砂災害では、人命だけでなく道

示など土砂災害警戒区域等における避難体制の充

路・ライフライン等の公共インフラが被災し、応急

実・強化に係る取組みに対して支援しています。

対策や生活再建に時間を要する事例が多数生じてい

４）火山砂防事業の推進

ます。土石流や土砂・洪水氾濫等の大規模な土砂災

火山噴火活動に伴い発生する火山泥流や噴火後の

害から人命はもちろん地域の社会・経済活動を支え

降雨による土石流等に備え、被害を防止・軽減する

る公共インフラを保全するため、土砂災害防止施設

砂防堰堤や導流堤等の整備を進めています。また、

の整備を推進しています。

継続的かつ大量の土砂流出により適正に機能を確保

２）要配慮者を守る土砂災害対策

することが著しく困難な施設は、除石等を行い機能

自力避難が困難な高齢者や幼児等の要配慮者は、

の確保を図っています。

土砂災害の被害を受けやすく、土砂災害による死亡・

火山噴火活動に伴う土砂災害は、大規模となるお

行方不明者のうち、要配慮者が占める割合は高いで

それがあるとともに、あらかじめ噴火位置や規模を

す（図−９）
。このため高齢者や幼児等が利用する

正確に予測することが困難であることから、被害が

社会福祉施設、医療施設等を保全するため、土砂災

大きくなる傾向にあります。このため、活発な火山

害防止施設の整備を重点的に推進しています。

活動等があり噴火に伴う土砂災害のおそれがある

また、土砂災害防止法に基づき、市町村地域防災

49火山を対象として、事前の施設整備とともに噴
火状況に応じた機動的な対応によって被害を軽減す
るため「火山噴火緊急減災対策砂防計画」の策定を
進めています。また、改正「活火山法」が平成27
年12月に施行され、火山防災協議会の構成員とな
る都道府県及び地方整備局等の砂防部局が、噴火に
伴う土砂災害の観点から火山ハザードマップの検討
を行うこととなりました。そのため、「火山砂防ハ

要配慮者（高齢者、幼児等）

その他

図−９ 土
 砂災害による死亡・行方不明者に占める要配慮者
（高齢者、幼児等）の割合（平成13 〜令和２年）
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ザードマップ」を整備することにより、火山防災協
議会における一連の警戒避難体制の検討を支援して
います。また、火山噴火リアルタイムハザードマッ

基礎から学ぶインフラ講座

プシステムの整備を行い、噴火時に自治体を支援す
る取組みを推進しています。
５）大規模な土砂災害への対応
深層崩壊による被害を軽減するため、土砂災害防止
施設の整備や深層崩壊の危険度評価マップ活用等に
よる警戒避難体制の強化等の取組みを推進しています。
河道閉塞（天然ダム）や火山噴火に伴う土石流等
のおそれがある場合には、
「土砂災害防止法」に基
づく緊急調査を行い、被害が想定される土地の区域
及び時期の情報を市町村へ提供しています。近年、
雨の降り方の局地化・集中化・激甚化や火山活動の
活発化に伴う土砂災害が頻発しているため、緊急調
査を含め災害対応力向上を図る訓練や関係機関との
連携強化を推進しています。
さらに、南海トラフ地震等の大規模地震に備え、
地震により崩壊する危険性が高く、防災拠点や重要
交通網等への影響、孤立集落の発生が想定される土
砂災害警戒区域等において、ハード・ソフト一体と
なった総合的な土砂災害対策を推進しています。ま
た、大規模地震発生後は、関係機関と連携を図り、
災害状況等を迅速に把握するとともに、応急対策を
的確に実施することが重要です。このため、関係機
関等と実践的な訓練を行うなど危機管理体制の強化
を図っています。
豪雨などにより発生する土砂災害に対しては、平
常時より広域的な降雨状況を高精度に把握するレー
ダ雨量計、監視カメラ、地すべり監視システム等で
異常の有無を監視しています。また、大規模な斜面

ことが必要です。
このため、「土砂災害警戒避難ガイドライン」の
市町村への周知と併せて、防災行政無線、携帯電話
による情報配信、土砂災害ハザードマップ、現地標
識などによる土砂災害警戒区域及び避難所などの周
知、土砂災害警戒情報の提供、防災部局及び福祉関
係部局などとの連携による要配慮者の避難支援体制
の整備、「土砂災害・全国防災訓練」の実施にあた
りキャッチフレーズを設けるなどの防災意識の向上
のための取組みなどを推進しています。

5．海外技術協力
世界には土砂災害をはじめとする自然災害が支障
となって、発展が妨げられている地域が数多く存在
します。特に、途上国の中には防災技術が不足し、
毎年のように繰り返される災害に十分な対策を講じ
ることができない国が多く存在します。このような
途上国からの要請に基づき、海外への技術協力が積
極的に行われています。砂防事業における本格的な
海外技術協力は、1967年（昭和42年）のコスタリ
カ共和国に対する長期専門家の派遣に始まり、技術
協力・学術交流を行った国は、40カ国以上に及ん
でいます。また、短期専門家としてスリランカ、ネ
パールなどへ現在までに40カ国以上に派遣されて
おり、海外からの研修員も毎年多く受け入れるなど、
技術協力や国際会議などにより砂防技術交流が行わ
れています。今日では「SABO」という言葉は世界
に通じる国際語となっています。

崩壊の発生に対し、迅速な応急復旧対策や的確な警
戒避難による被害の防止・軽減のため、発生位置・
規模等を早期に検知する取組みを進めています。
６）警戒避難体制の整備
土砂災害から人命を守るためには、行政と住民が
土砂災害に関する情報を共有できる体制の構築及び
避難指示などの迅速な発令、避難所の安全確保、要
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