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戸建て住宅地では，これまでに 2011年東日本大震災で宮城県仙台市等や 2016年熊本地震で熊本市・益城町・西原

村の大規模盛土造成地の滑動崩落，2014年広島土砂災害，2018年西日本豪雨災害など，地震や豪雨による地盤被害が

急増してきている。一方，2018年西日本豪雨災害によって避難情報の発令にもかかわらず，避難せずに多くの人が亡

くなった。また，大規模盛土造成地マップを公表していない地方公共団体は，約半数が残っている。各ハザードマッ

プは行政が一方的に作成し配布・回覧または公表ではなく，ワークショップで住民意見を反映し，避難訓練等により

各災害がいつ発生しても無事に避難できるようにする必要がある。 

 

土砂災害，大規模盛土，ハザードマップ，地震，豪雨，崩壊 

sediment disasters, large-scale embankments, hazard maps, earthquakes, heavy rains, collapse 

 

１．はじめに 

戸建て住宅地では， 2011 年東日本大震災で宮城県仙

台市や茨城県東海村等の大規模盛土造成地の滑動崩壊，

2016年熊本地震でも熊本市・益城町・西原村の大規模盛

土造成地の滑動崩落，2014年広島土砂災害，2018年西日

本豪雨災害など，地震や豪雨による地盤被害が急増して

きている。そこで，本論文では，これまでの教訓を踏ま

えて，山間部の大規模土地造成の安全性がどのように変

化したのかを踏まえ，今後のあり方について述べる。 

 

２．土砂災害ハザードマップ 

(1)土砂災害防止法の制定 

土砂災害には，図 1に示すように崖崩れ（急傾斜地崩

壊），地すべり，土石流 1)がある。これらの災害は梅雨期

や台風などの強雨によって毎年のように発生していた。

そのため，これらの災害に対して法律制定による防止対

策が取られてきた。土石流については砂防法（明治 30

年制定）や森林法（昭和 26年制定）に基づいて対策が取

られ，地すべりについては昭和 33年に地すべり等防止法

が，崖崩れについては昭和 44年に急傾斜地の崩壊による

災害の防止に関する法律（急傾斜地法）が制定され必要

な対策が取られてきた。これらの法律はハード面の対策

を主としてきた。 

1999年6月に広島県呉市で大規模な土砂災害が発生し，

開発された住宅地等が被災し死者 24名が亡くなった。こ

の災害をきっかけに，土砂災害から国民の生命を守るた

めには，ソフト面の対策も重要と認識された。そこで，

土砂災害の恐れのある区域について，住民に危険の周知，

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推進することの必要から，

土砂災害防止法が 2000年に制定された。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

(a)急傾斜地       (b)地すべり 

 

 

 

 

 

 

 

(c)土石流 

図 1 土砂災害の種類 1) 

 

これらの災害発生の恐れのある所は，知事が指定し，

住民に知らせることが義務づけられ，指定地は公表され

ている。土砂災害の危険区域は，「土砂災害警戒区域の指

定」を受け，建築物に損壊が生じ，住民に著しい危害が

生じる恐れのある区域はさらに，「土砂災害特別警戒区域

の指定」を受け，以下の制限を受ける。 

①特定開発行為に対しての許可制：宅地分譲や災害対応

施設の開発行為は基準に従ったものに限る 

②建築物の構造規制：作用が想定される衝撃等に対し建

築物が安全かどうか確認 
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③建築物の移転勧告：著しい損害の恐れのある建築物の

所有者に移転勧告（融資支援措置あり） 

 

(2) 2014年広島土砂災害の課題 

図 1のイエローゾーンの警戒区域には，住民に土砂災

害の危害が生じる恐れがあるため避難体制づくりが義務

づけられる。また，レッドゾーンの特別警戒区域には，

生命に危害が及ぶ恐れがあるため宅地開発が規制される。 

しかし，2013年 10月には東京都伊豆大島における土

砂災害により死者・行方不明者 39 名，2014 年 8月には

広島市における土砂災害等により死者 74 名，2018 年 7

月被害は西日本豪雨災害で広島、愛媛、岡山など 13の府

県で死者・行方不明者 169名で，各地において土砂災害

や住宅への浸水により 3万人以上が避難する甚大な被害

が発生した。これらの土砂災害に対する警戒避難体制の

課題としては主に以下の 4つが挙げられ，避難訓練・学

校教育等により早急な避難に努めなければいけない。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

①基礎調査や区域指定が未完了であり，土砂災害の危険

性が住民に十分認識されていない 

②避難勧告発令が災害発生に間に合わない 

③避難情報が出たら避難準備に入る 

④避難場所・経路など避難体制が不十分 

 

(3) 2014年広島土砂災害以降の国の取り組み 

警戒避難体制の充実・強化を図るため，2014 年 11 月

12日に土砂災害防止法が改正され，2015 年 1月 18日に

施行され，土砂災害防止対策基本指針が変更された。2015

年 4月に「土砂災害地域避難ガイドライン」が改訂され

た。国土交通省は図 2のように都道府県に 5年程度で基

礎調査を終えるよう求め，警戒区域は約 8割が完了し，

約 67万カ所と見込まれている。 

 

(4) 土砂災害ハザードマップの考え方 

避難場所・避難経路は，図 3(a)のように土砂災害警戒

区域外の土砂災害に対する安全性が確保された場所を選

定することが基本である。しかし，図 3(b)のように避難

が難しい場合には，近隣の堅牢な建物の高層階への移動

や土石流等のおそれのある区域から避難する際の避難方

向を示すこと，避難経路として適さない区間等を明示す

る必要である。 

また，豪雨時には土砂災害だけでなく水害も発生する

ことが想定され，地域の実情に応じて洪水や液状化のハ

ザードマップと合わせて検討する必要がある。その際，

避難場所，避難経路，避難の方向などは，図 4のように

ワークショップを開催して作成し，以下の視点にも留意

して住民に承知しておく方法が望ましい。 

①住民にわかり易い表現・文字や色彩 

②夜間の避難経路，避難場所への誘導 

③ワークショップで住民意見を聴取し反映 

④地域防災計画との整合性  

⑤ハザードマップを使っての避難訓練 

⑥災害時要援護者への情報伝達手段・経路 

 

図 2 土砂災害警戒区域の完了予定年度 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)避難が容易な場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)避難が難しい場合 

図 3 短時間で避難の難しいケース 3) 

 

２．大規模盛土造成地マップ 

(1) 2011年東日本大震災以前の取り組み 

1995年の兵庫県南部地震，2004年の新潟県中越地震な

どにおいて，大規模に谷を埋めた盛土造成地で，地盤の

滑動崩落現象による災害が多発し，宅地や公共施設等に

甚大な被害が生じた。そのため，国はこのような地盤災
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害を未然に防止または軽減し，宅地の安全性を確保する

ことを目的に，2006年 4月，宅地造成等規制法の一部を

改正し，宅地耐震化推進事業が創設された。これに伴い，

丘陵地を中心に戦後から盛土造成された多くの地域があ

ることから，2006年度より大規模盛土造成地の変動予測

調査の実施し，盛土造成地を抽出し大規模盛土造成地マ

ップを公表するなどの事業に取組んでいる。 

東日本大震災における造成宅地被害 4)は，被災宅地危

険度判定調査 5)によると図 5に示すように仙台市の丘陵

地の 5,728 箇所の大規模盛土造成地等が滑動崩壊や擁壁

被害等を生じた。 

 

(2) 大規模盛土造成地マップの作成手法 

大規模盛土造成地 6)には，図 6に示すように(a)谷埋め

盛土型と(b)腹付け盛土型に区分される。この大規模盛土

造成地を抽出は，宅地造成前後の地形図や砂防基盤図，

航空写真，衛星写真及び標高データ，または開発許可の

際に添付されていた地形図，宅地の平面図，断面図，造

成計画平面図などから標高を把握して比較して行う。盛

土造成地を抽出する参考手順 7)を図 7に示す。 

大規模盛土造成地マップには県版，市町村版等の精度

のより，以下の 2つがある。 

①おおよその分布を示すもので，精度が低い 8)（図 8）。 

②詳細な分布を示すもので，精度が高い 9)（図 9）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 手作り土砂災害ハザードマップ 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 仙台市の被災宅地状況図 4) 

 

 

 

 

 

 

(a)谷埋め盛土型 

 

 

 

 

 

 

(b)腹付け盛土型 

図 6 大規模盛土造成地 6) 

 

 

 

 

 

図 3 盛土造成地範囲の抽出の参考手順 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 大規模盛土造成地マップの事例 7) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

図 8 大規模盛土造成地マップの事例 8) 
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図 9 大規模盛土造成地詳細マップの事例 9) 

 

 (3) 東日本大震災以降の取り組み 

大規模盛土造成地マップを公表している地方公共団体

は，2015年 5月時点で 8.0％であったが，2016年熊本地

震が発生した後，2017 年 10 月現在で全国の公表率が

55.4％と急増した。それでも，まだ約半数が残っている

ことから，早急に同マップを公表する必要がある。 

宅地耐震化推進事業においては，2012年 4月の「大規

模盛土造成地変動予測調査ガイドライン」の改訂など，

運用面での環境整備は順次進められている。ただし，施

設の保全管理上の課題等については，今後の図 10のよう

な滑動崩落防止対策（防災，減災）に大いに生かすべき

であると考える。また，施設の保全管理については，宅

造法第 16 条等を補完する新たな運用上のガイドライン

などが，将来整備されていくことが望まれる。 

 

(4)大規模盛土造成地の対策工法 

対策工法は表1及び図11に示すように抑制工と抑止

工に分類される。抑制工は，地下水の状態，大規模盛

土造成地の地形などの条件を変化させることによっ

て，崩壊および変形を防止する工法であり，地下水排

除工法，押え盛土工法などがある。抑止工は，構造物

等を設けることによって，その抵抗力により崩壊およ

び変形を防止する工法であり，固結工法，抑止杭工法，

グラウンドアンカー工法などがある。 

 

５．まとめ 

本論文では，東日本大震災，熊本地震，広島土砂災害

によって，宅地災害に対して強靭（減災）にするために

国の基準が大きく変わってきたことが明らかになった。

一方，2018年西日本豪雨災害によって避難情報の発令に

もかかわらず，避難せずに多くの人が亡くなった。また，

大規模盛土造成地マップを公表していない地方公共団体

は，約半数が残っている。各ハザードマップは行政の部

署ごとに作成されているため，災害毎の情報が異なるた

め分かりにくいものとなっている。行政が一方的に作成

し配布・回覧または公表するのではなく，ワークショッ

プで住民意見を反映し，避難訓練等により各災害がいつ

発生しても無事に避難できるようにする必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

図 10 滑動崩落防止工事のイメージ 7) 

 

表 1 対策工法の種類と例 7) 

 

図 11 対策工の配置イメージ 7) 
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分類 対策工法の種類 対策工の例 

抑制
工 

地表水排除工法 水路工 

地下水排除工法 
暗渠工，横ボーリング工，集水

井工，その他の補助的工法 

間隙水圧消散工法 グラベルドレーン工 

押え盛土工法 盛土工 

排土工法※ 排土工 

抑止

工 

固結工法 
深層混合処理工，中層混合処理
工，グラウト工 

抑止杭工法 
鋼管杭工，Ｈ鋼杭工，鉄筋コン
クリート杭工 

グラウンドアンカー工法 グラウンドアンカー工 

地山補強土工法 鉄筋挿入工（引張・圧縮補強） 

矢板工法 鋼矢板工 
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