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特 集  地域防災シンポジウム in 宮崎 2010 
 

宮崎大学 学長挨拶 

今日のシンポジウムの主催者を代表して、ご挨拶申し上げます。 

平成17年9月4日に九州南部に上陸した台風 14号は宮崎県内全域で、死者13名、床上浸水5624戸、

直接被害額 1200 億円以上の大被害をもたらすとともに、防災上の様々な教訓を私たちに残しました。

この経験を踏まえ、住民や行政はそれぞれの立場で“災害に強い地域づくり”を進めてきているところ

です。本年はこの台風 14 号から 5 年目の節目の年にあたります。 

そこで、当時の被害状況と教訓を振り返り、実施された対策と実施されていない対策等を整理して、

自然災害による犠牲者ゼロを実現するための方法と課題を県民で共有することを目的として本シンポ

ジウムを開催する次第です。 

基調講演をしていただく、九州大学善教授と宮崎大学杉尾名誉教授に先ずは、感謝申し上げます。そ

して、続いて講演をしていただく、国土交通省九州地方整備局宮崎河川国道事務所の鶴崎副所長、宮崎

県危機管理局の松野主幹、台風 14 号当時の生目地区振興会の中村前会長の皆様に感謝申し上げます。 

また、宮崎大学原田教授の司会の下で、「自然災害による犠牲者ゼロの実現に向けて何をなすべき

か？」についてのパネルディスカションを予定しております。本日のシンポジウムが皆様にとって有意

義なものとなるよう祈念する次第です。 

ここで、この場をお借りして、宮崎大学大学院農学工学総合研究科内に防災環境研究センターを設置

する検討を始めたというご報告をさせていただ

きます。ご承知の通り、宮崎県を含む九州地区は

自然災害の厳しい地域です。宮崎大学としては、

地域の防災拠点を目指して、防災環境研究センタ

ーを設置し、九州大学を含めた他大学、宮崎県と

連携して、地域の自然災害に対処してゆく所存で

す。 

最後になりましたが、本シンポジウムの実行委員長である工学部の村上啓介准教授に感謝の意を表し

て、主催者の挨拶を終えさせていただきます。 

 



九州の自然災害と犠牲者ゼロの 

 

 

九州大学西部地区自然災害資料センター長 

善 功企 

１．はじめに 

九州地区は、自然災害の多い地区である。

表-1は、平成 19 年までの最近の災害状況に

ついて示したものである。表-1 には示して

いないが、平成 21 年夏には山口・九州北部

で、平成 22 年も奄美大島で豪雨災害が発生

した。毎年のように大きな自然災害が発生

している。政府は自然災害による死者・行

方不明者をゼロにするという目標をかかげ

ているが、最近、多くの大学で災害や危機

管理に取り組むセンター等が設立され、災

害に積極的に取り組んでいる大学も多い。 

九州地区において、大学の研究者や医療

関係者等による「防災・環境ネットワーク」

を構築しようという活動が始まって 5 年経

過した。大学間の垣根を取り払い連携して

防災・環境問題に取り組むことにより、九

州地区の防災・環境力の飛躍的向上を図る

ことを目的としたものである。各大学にあ

る既存の組織を活用し、連携・協力が効果

的・効率的に発揮されるようなネットワー

クの構築に努め、ネットワーク構築の成果

として「九州は一つ」のコンセプトで活動

に取り組んできた。 

 

２．大学の取組 

 防災・環境の取り扱う分野はきわめて多

分野に渡っている。従来は各大学における

拠点のような縦割組織が一般的であるが、

このような縦割組織では多くの分野を総合

的に網羅するのは不可能である。実際、多 

くの大学で災害・防災・危機管理に関する

センター等の組織が設立もしくは充実され 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

てきているが、日本のどの大学をとっても、

すべての分野を有機的に連携しカバーして

いる大学はほとんどないといって良い。 

そこで、災害時やプロジェクトの遂行時

にしぼり、「姿なき研究所」のような概念（図

-1）が提案されている。姿なき研究所のい

われは、「自然災害研究班が昭和 34 年伊勢

湾台風災害を契機につくられた。この研究

班の目的が“姿なき研究所であり、災害科

学研究者の連絡である”ことがわかりまし

た。」（篠原九大名誉教授、NDIC News No.1 
創刊号、1990.9）によるものである。 

実現に向けて大学の取り組み 

 
表-1 九州地区における最近の災害 

 

姿なき研究所

自然災害
気象災害
海象災害
地象災害
構造物災害
動物災害

人為災害
都市公害
産業災害
交通災害
管理災害

医療災害
災害医療

環 境 計
測 ・ モ ニ
タリング災害廃棄物

リスク・マネー
ジメント

環境ハザー
ドマップ

災害・プロジェク毎に
伸縮する柔軟なネット
ワーク

戦争災害

事業継続
計画(BCP)

防災システム
防災情報

環境修復
居住学

災害法政
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図-1 姿なき研究所概念図 

 

 

 

 

 

 



この組織は、災害時等における調査など

を行うさいに、従来のように学会ベースも

しくは分野別ベースの調査だけではなく、

他学会、他分野の調査とも密接に連携しな

がら総合的に調査を遂行するといった組織

である。したがって、災害等の際にのみ九

州地区の重要な研究者（各分野等でキーと

なる研究者）が集まるという組織というこ

とができる。この種の組織は、普段は姿が

みえないバーチャルな組織であることから、

ここでは、「姿なき研究所」と呼んでいる。 

各専門学会などの特定分野ごとの調査・

研究だけでなく、異なる専門分野のリーダ

が一同に集まり調査・研究を進めることで、

総合的かつ有機的な調査・研究が推進され

る。九州の各大学の持つ独自の防災・環境

研究を持ち寄り、それぞれ欠けている分野

を補完強化することもできる利点がある。 

活動が終われば、研究者は再度各々の組

織に戻り教育研究に従事することになる。

組織が柔軟に膨張・収縮するという意味で、

呼吸する研究組織ともいうことができる。

従来の科研費を用いた災害調査と異なる点

は、普段からネットワークを構築しておく

ことで、災害時等に、一分野に偏ることな

く多面的・総合的な調査体制が迅速に立ち

上げられる点にある。さらには、行政等か

らの多分野に渡る支援要請にすみやかに応

えることができる。 

 

３．姿なき研究所の特徴 

防災・環境における専門分野は多岐にわ

たることから、基本的には、各大学の防災

拠点については専門分野ごとではなく、大

学ごとに設けることが望ましいと思われる。

どのような形態をとるかは各大学の判断に

よるが、いざという時に、これらの大学拠

点から姿なき研究所へ参画できることが条

件となる。平時にはそれぞれの専門分野で

深く研究に携わっているが、一旦災害が発

生すると、サーミット方式により各専門分

野のリーダが「姿なき研究所」に集まり、

連携・協力して地域に対する助言・貢献を

行う。「姿なき研究所」の意味は、異常時に

月光仮面のごとく現れる、時々の状況に応

じて膨張したり収縮したり弾力的に組織が

呼吸する、大学間の垣根がなく自由な研究

者の移動・対応が可能ということがあげら

れる。「姿なき研究所」は九州地区のどこに

あっても良い。自由に移動できる組織とす

ることが可能であり、連携・協力が容易、

アメーバーのように形を変える特徴がある。 

 

４．おわりに 

 防災は工学・理学・農学・医学・経済学・

法学・心理学等々、多岐の分野とかかわり

がある。その意味で総合的な取組みが必要

である。しかし、すべてを熟知することは

個人の能力では不可能である。そこに「姿

なき研究所」の意義を見出すことができる。

これにより、①総合防災に不可欠な多分野

をカバーできる、②普段からネットワーク

を構築しておくことで、災害時に多面的・

総合的調査体制が迅速に立ち上げられる、

③状況に応じて伸び縮みできる組織である、

④九州地区のどこにあっても良い。移動可

能、⑤財源の制約小。人員の処遇・確保が

不要、⑥理想の研究所像が描ける、⑦九州

地区における重複研究分野・未研究分野が

明らかになる、などの利点が指摘される。

個々の分野の災害研究をより深化させ、そ

れらを持ち寄って総合化する。「姿なき研究

所」の今後の発展を期待するものである。 

 



台風 14号災害の特徴とそこで 

 

宮崎大学名誉教授 

杉尾 哲 

 

１．まえがき 

2005 年 9 月に来襲した台風 14 号は、宮

崎県全土に甚大な災害をもたらした。それ

から 5 年が経過した機会に、宮崎市で「地

域防災シンポジウム in 宮崎 2010」が開催

された。本稿は、その折の講演内容の概要

をまとめたものである。 

 

２．秋雨前線と合体した豪雨 

大型で非常に強い勢力の台風 14 号は、9
月 5 日正午に奄美大島の東海上を通過し、

その後時速約 10km のゆっくりした速度で

九州の西海岸沿いに北上した。このため、

宮崎県全域で 3 日から 6 日正午過ぎまでの

長時間にわたって降雨が続いた。この降雨

の特徴は、台風の雨域が秋雨前線の雨域と

合体して、西向きに次々に移動して九州山

地の東側にぶつかって豪雨を発生させたこ

とである。その結果、九州山地の東側に位

置する宮崎県の山間地に雨量が集中した。       

東臼杵郡南郷村においては、気象庁の神

門観測所で連続降雨量の累計が 1321mm を

記録し、隣接する宮崎県の渡川ダム雨量観

測所で 1973mm を記録した。これにより、

宮崎県内の多くの箇所で土砂崩れと浸水が

発生して、ライフラインが破壊された。 

図-1 は、気象庁、国土交通省、宮崎県お

よび九州電力(株)の雨量観測所での観測資

料を基に作成した累加降雨量の分布図であ

る。宮崎県の縦の中央位置において、広い

範囲で 800mm を越え、局所的に多数箇所で

1200mm を超えていたこと、その一方で大

河川の下流部に位置する延岡市や宮崎市に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 台風 14号による累加降雨量分布図 

 

 

 

 

 

 

 

 

おいて降雨量が小さかったことなどが分か

る。 

過去にも秋雨前線の雨域と合体した台風

災害として、2000 年 9 月の東海豪雨災害な

どがあり、今年も 8 月に九州の西海上を北

上した台風 4 号が韓国で死者 6 名を含む災

害を発生させている。秋雨前線が朝鮮半島

付近に停滞しているところに九州の西側を

台風が北上してくると、九州の東側で豪雨

になることに注意すべきである。 

 

３．避難情報の発令 

台風 14 号による大規模降雨によって、表

-１に示すような甚大な被害が東九州に位

置する大分・宮崎・鹿児島の 3 県で発生し、

これに伴って 13 市町で避難指示が発令さ

れる事態となった。しかし、住民に対する

避難情報の発令と伝達に多くの課題を残し 

得られた知見と教訓 

 
 

表－１ 東九州３県の被害 

県名 死者 負傷者 全壊 半壊 床上浸水 床下浸水

大分 1 9 6 12 296 970

宮崎 13 26 1,136 3,381 1,405 2,958

鹿児島 5 18 53 53 269 1637  
■宮崎県内における総被害額 1,166 億円 

避難勧告 22 市町村、15,161 世帯、39,521 人 

避難指示 13 市町村、50,480 世帯、120,003 人 

 

 

表-1 東九州 3 県の被害 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2  五ヶ瀬川水系の降雨量と水位 

 

 

 

 

 

 

 

 

た。 

一級河川五ヶ瀬川では、中流域左岸側の

広い範囲で累加降雨量が 1000mm を超えた。

このため下流の延岡市街地に位置する松山

観測所では 6 日 10 時過ぎから 17 時前にか

けて水位が計画高水位を超え、それを最高

時の 14 時に 0.67m 上回って、5 カ所で堤防

を越水した。この水文状況と延岡市からの

避難情報の発令状況を図-2に示している。 

延岡市街地で洪水予報河川に指定された

箇所は支川の大瀬川の三ツ瀬観測所である

から、その地点で評価すると、避難判断水

位に到達する直前の 5 日 23 時 30 分に避難

勧告が発令されたものの、避難指示は氾濫

危険水位を超えた 6 日 2 時の時点には発令

されず、計画高水位に近づいた 8 時 30 分に

なって発令された。真夜中での避難指示の

発令は、避難行動に危険性が高いことを考

慮して翌朝に延ばされたものと解釈するこ

ともできる。しかし、図-2 に示しているよ

うに、避難勧告を発令した時点において上 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3 高崎川水系での避難情報の発令 

 

流域で時間 40mm 以上の強い降雨が続いて

いたことを考慮すると、水位上昇が続くこ

とは予測されたはずである。躊躇せずに避

難指示を発令すべきであった。 

同様の避難情報の発令の遅れは現在でも

起こっている。都城市では、避難情報の発

令の要件を表-2 のように定めているが、

2010 年 7 月 2 日～3 日に鹿児島県との県境

の山間部で発生した降雨において、二級河

川高崎川水系で避難情報の発令が遅れた。  

避難準備情報が発令されなかったばかりで

なく、図-3 に示しているように、宮崎県都

城土木事務所からの避難判断水位の到達通

達が、丸谷川で 3 日 3 時 50 分、高崎川で 4
時 50 分に行われたにもかかわらず、避難勧

告が発令されたのは両河川とも 7 時であっ

た。図中に水位到達通達から発令までの経

過時間を記入しているが、2 時間半から 3
時間の遅れとなっている。 

河川水位の上昇に伴って堤内地の浸水深

が増えるから、避難勧告や避難指示の発令

の遅れは、浸水深を増大させて、住民の避

難行動中の危険性を高くする。ここに、浸

水深の増加は地形などによって大きく変化

するし、避難者を水中で安全に歩行させる

には浸水深が 40cm 以下であることが分か

っているから、避難情報を迅速に発令する

ことが重要である。また、台風 14号時には、

多くの自治体において避難勧告の発令が不

十分であった。合併に伴って管理区域が広 
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表－２ 都城市の避難情報 

区分 発令の要件 住民に求める行動

避難準備
情報

「はん濫注意水位」を越え、
なお水位の上昇が見込まれ
るとき

要援護者等は、計画された避難場所に避
難する
上記以外の者は、家族との連絡、非常用
持出品の用意等の避難準備を開始する

避難勧告

「避難判断水位」を越え、な
お上昇が見込まれるとき
河川堤防の決壊等の兆候、
又は上流域の決壊により、
危険であると認められるとき

通常の避難行動ができる者は、計画され
た避難場所に避難する

避難指示 「はん濫危険水位」を越え、
なお上昇が見込まれるとき

避難中の者は、直ちに完了する
まだ避難していない者は、直ちに避難する  

 

 

表-2 都城市の避難情報 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4  耳川での河道閉塞 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5  善光寺地震の犀川での河道閉塞 

 

がった自治体においては、危機管理体制の

質的強化を早急に実施するべきである。 

 

４．天然ダムの崩壊 

県北を流れる二級河川耳川では、中流域

右岸側の広い範囲で累加降雨量が 1000mm
を超えた。このため、諸塚村では 6 日 10
時過ぎから中心商店街の全店舗が軒下まで

水没した。さらに、水位が低下した後の 6
日夜になって、諸塚商店街の上流約 5kmの

位置で幅約 400m、高さ約 700mの大規模地

すべりが発生した。これにより、多量の崩

壊土砂が天然ダムを形成して河道を閉塞し

た後、貯留水が 62ｍ上昇し、越流によって

天然ダムが崩壊して、土砂が流送されて河

道が再形成されたようである。この崩壊箇

所は塚原ダムの直下流であり、その位置関

係を図-4 に示している。この天然ダムの崩

壊に伴い、下流の山須原ダムで約 30 分の間

に約 2500m3

同様の天然ダムの崩壊を、古文書に見る

ことができる。信州大学の講義資料として

公開されている「信濃の国大地震火災水難

地方全図」の解説によると、善光寺地震

（1847 年）に伴う崩壊土石が長野市を流れ

る千曲川の支川の犀川を堰き止め、高さ約

65ｍ、幅約 650ｍの天然ダムが形成されて

延長 32km の湛水湖が出現し、19 日間の湛

水後に天然ダムが崩壊して洪水波が発生し、

その波高は犀川が長野盆地に出る地点で

20m、犀川と千曲川との合流点で 6m に達し

たようである。 

/sの急激な流量変化が観測され

たが、その途中の諸塚村ではこの流量変化

に伴う被害は発生していない。 

この時に形成された天然ダムの規模を耳

川のものと比較すると、高さはほぼ同じで

ある。ダム崩壊時に下流を流下する洪水波

の最大水深はダムの湛水深が関係するから、

もし耳川の地すべり地点の上流に塚原ダム

がなくて、長い延長の湛水湖が形成されて

いたら、犀川と同程度の洪水波が下流を襲

っていたと考えられる。 

台風 14 号において天然ダムの形成は県

内の他の二級河川の一ツ瀬川と広渡川でも

確認されているから、天然ダムによる河道

閉塞は珍しいことではない。このことを認

識して、大規模降雨後においては淡水湖の

発生の有無を確認することも必要である。 

 

５．まちづくりとの連携 

一級河川大淀川では、中流域右岸側の広

い範囲で累加降雨量が 1000mm を超えた。   

宮崎市街地の直上流に位置する柏田観測所

では 6 日 6 時～17 時の 11 時間にわたって

水位が計画高水位を超え、それを最高時の 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-6  大淀川水系の降雨量と水位 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
図-7  大谷川の越水箇所と浸水域 

 
11 時に 0.53m 上回った。この水文状況を図

-6 に示している。この水位上昇に伴って、

流域全体で 4706 戸が浸水した。 

宮崎市街地を流れる支川の大谷川では、6
日 5 時半過ぎから大淀川との合流部付近の

約 2.5km 区間で堤防を越水し始め、11 時半

に雨水排水機場が水没して機能を停止し、

この地区で 1234 戸が浸水した。この時の越

水箇所と浸水域を図-7に示している。 

この大谷川の流域は、宮崎市中央部の対

岸に位置していて、交通の利便性が高く、

住宅地の開発が進んで流域の都市化が現在

も進行している。図-7 の中央下部に示す大

谷川右岸側の非浸水域は、以前は丘陵であ

ったところを 1980 年代初めに開発されて

造成された住宅団地である。大谷川はそれ

に伴って河道改修されて、堤防と合流点位

置の樋門が整備されている。 

このような流域の都市化は、流出量を増

大させるだけでなく、流出時間を早くする

から、浸水被害の過程を変化させる。すな

わち、まず道路の側溝が溢れ、道路が冠水

して川から離れたところで家屋が浸水し、

その後に川沿いで家屋が浸水することにな

る。 

台風 14号時の大谷川流域でも、この順に

浸水が発生したようである。都市部におい

て、今後、このような浸水被害を発生させ

ないためには、都市計画区域マスタープラ

ンの検討において、浸水被害の常襲地域に

土地利用の誘導や災害危険区域の指定など

を行うことによって「水害に強いまちづく

り」を進めることが必要である。また、都

市化に対する流出抑制のメニューとして、

公園や校庭などでの雨水貯留浸透施設の設

置が有効である。これらの施設は、企業家

屋や個人家屋においても設置できるし、数

多く設置することで効果を発揮するから、

流域住民が主体となって流出抑制に取り組

むことも必要である。 

 

６．あとがき 

シンポジウムでの講演内容の概要は以上

である。宮崎県内では、台風 14 号の災害の

後に、行政は様々な取り組みを実施した。

それに伴って住民の意識も高揚したが、そ

の意識が短期間に薄らぐのではないかと心

配された。しかし、現在でも、県内各地の

住民の防災活動が新聞等で報道されていて、

防災意識が継続されていることが分かる。

今後も長く、台風 14 号災害のことを忘れな

いで活動が続くことを期待したい。 
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柏田観測所　(Hmax 9.89 m)
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国土交通省における災害後の取り 

 
 

国土交通省 九州地方整備局             
鶴﨑 秀樹 

 
1.はじめに 

大淀川は鹿児島県曽於市末吉町中岳(標
高 452m)に発し、大小の支川を合わせて日

向灘に注ぐ流域面積 2,230km2、幹川流路延

長 107km の１級河川である。 
2005 年(平成 17 年)の台風 14 号災害を契

機に実施した河川激甚災害対策特別緊急事

業(激特事業)による堤防等のハード整備、

あるいは地域との連携による地域防災力の

向上や地域住民が分かりやすい防災情報の

提供など、ソフト対策の取り組み状況につ

いて述べる。 
 

２．被害の概要 

9 月 6 日に大型で非常に強い台風 14 号は

宮崎県内を暴風雨域に巻き込みながら、九

州の西の海上をゆっくりとした速度で通過

し県内に記録的な豪雨をもたらした。 
 特に、宮崎県南部は 5 日午後 6 時に暴風

域に入り、霧島では連続雨量が１374mm に

達するなど、3 日間で年間降水量の 1/3 超を

記録し、大淀川水系の各河川においては河

川整備の基本となる「計画高水位」を上回

る洪水が発生、大淀川下流域の 1 市 2 町で

は、浸水面積 2,166ha、浸水家屋 4,483 戸に

達する甚大な被害となった。 
 図-1 は、降雨と河川水位の状況、写真-1・

写真-2 は、大淀川下流域である宮崎市内の

浸水被害の状況である。 
 
３．ハード対策(大淀川水系激甚災害対

策特別緊急事業) 

ハード整備は、平成 21 年度までの 5 ヵ 

 

 

図-1 降雨と河川水位の状況 

 

 

写真-1 浸水被害の状況（宮崎市内） 

 

写真-2 浸水被害の状況（宮崎市内） 

 
年(一部については平成 22 年度まで事業を

実施)で、堤防が無い区間に新たに堤防を築

き、洪水時の河川水位を低下させるための

河道内掘削による流下断面の確保を行った。 
また、浸水被害が発生した地域には排水

ポンプ場等を設置した。 

組みと防災の方向性 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-2 河川の整備状況 

 

写真-3 築堤の整備状況(宮崎市糸原地区) 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
写真-4 特殊堤の整備状況(宮崎市高岡地区) 
 
主な整備内容は、築堤・河道掘削・宅地か

さ上げ・樋門設置・内水対策(排水ポンプ場)
等の設置で、整備状況は図-2、写真-3～写真

-5 のとおりである。 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．ソフト対策 

雨量情報や河川の水位情報、あるいは河

川の流況を監視する固定カメラや防災ヘリ

からのリアルタイム映像等の迅速な配信を

インターネット等を通じて地方公共団体等

の防災関係機関、地域住民へ情報提供して

いるところであり、地域住民が適切な行動

ができる一つの目安として、どういう形で

情報提供するかが重要となる。主な情報の

ながれを図-3 に示す。 
 このような各種情報の伝達・提供を含め、 
台風 14 号災害による深刻な被害の軽減を

図るため、河川管理者による河川改修のみ

ならず、流域全体でのハード対策・ソフト

対策に関して、学識者等(報道・自治体を含

む)による「大淀川水害に強い地域づくり委

 

 

写真-5 水門・排水ポンプ場等の整備状況 

 

 

 

図-3 主な情報の伝達・提供のながれ 



員会」を設置し検討を行った。検討結果に

ついては、「水害に強い地域づくりのあり方

について(提言)」としてまとめられ国土交

通省・宮崎県等に提出された。提言は、「水

害発生前」、「水害発生中」、「水害発生後」

の 3 段階を大きな柱とし取りまとめられて

おり、国土交通省が行ってきたハード対策

と併せて取り組んでいるところである。特

に各種情報については、どのような情報が

配信されているのかを常時から知っておき、

いざという時に活用できることで効果があ

るものとなる。 
ここで、提言に含まれるいくつかの取り組

みについて紹介する。 
①ｲﾝﾀｰﾈｯﾄによる河川のﾘｱﾙﾀｲﾑ画像の配信 

平成 18 年 4 月から計 13 箇所の動画及び

静止画を宮崎河川国道事務所ホームページ

で配信しており、地域住民を含めリアルタ

イムで河川の状況を確認することができる。

(図-4) 
②浸水情報板の設置による過去の災害情報

の掲示 

公園や公民館などの人が集まる場所に、過

去の浸水情報や、浸水想定区域図による浸

水深を記した看板を設置しており、災害へ

の意識高揚を図ると共に、安全且つスムー

ズな避難行動と洪水による被害の最小限化

を図る。また、古い民家などには浸水深等

が記録されているところもあり、洪水が発

生した際にどのような状況になるのか、避

難場所や避難ルート等を、常時より想定し

ておくことも重要である。(写真-6) 
③河川水位の危険度を表すレベル表示板の

設置とホットライン 

河川水位を危険度に応じて、レベル 1～
レベル 5 の 5 段階で表示し、地域住民の方

が、危険度の状況を理解しやすいように表

現を変えた。(図-5) また、レベルの状況に

応じ出先の事務所長より市町村長へ直接連

絡(ホットライン) し、避難勧告・避難指示 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄによるﾘｱﾙﾀｲﾑ映像の配信 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

「水害に強い地域づくりの方向性に関す

る提言」 
●水害発生前の取り組み 
・水害に強い人づくりの推進 
・情報伝達のための環境づくりの推進 
・水害に強いまちづくりの推進 
・水害に強い防災拠点づくりの推進 
●水害発生中の取り組み 
・住民自らの判断による迅速な避難の実施 
・住民自らが判断できるわかりやすく迅速

なリアルタイム防災情報等の提供 
・適切な避難情報の提供 
●災害発生後の取り組み 
・地域間の相互支援の実施 
・ボランティアのコーディネート体制の確 
 立 
 

写真-6 浸水情報板の設置による過去の災害

情報の掲示 

 

 
宮崎河川国道事務所ホームページ 
◆パソコン版 http://www.qsr.mlit.go.jp/miyazaki/ 



図-5 河川水位の危険度を表すレベル表示板の

設置 

 

図-6 水門等操作状況把握システムの導入 

 
等の判断材料にもなっている。ただし、こ

の危険度レベルは避難に必要な時間も考慮

して設定されており、レベルに達してから

必ずはん濫するということではないことを

理解しておかなければならない。 
④水門等操作状況把握システムの導入 
 平成 19 年度から携帯電話を利用し、既存

システムを活用した現地の状況を速やかに

把握できるシステムの構築を図っている。

(図-6) 
⑤災害の記憶を風化させないための取り組   

み 

自らが生活する地域で発生した過去の災

害を風化させず語り継ぎ、防災意識の高揚

を図るとともに、災害に対する心構えとし

て幼いときからの防災教育が重要と考えて 

 

図-7 災害の記憶を風化させないための取り組

み(1) 

 

図-8 災害の記憶を風化させないための取り

組み(2) 

 
おり、啓発活動を目的に各種冊子等を作成

している。(図-7、図-8) 
 
５．おわりに 

大淀川水系激甚災害特別緊急事業等によ

るハード整備において、一定の治水安全度

は向上したが必ずしも安全とは言い切れな

い。流域内の都市化(写真-7)、土地利用の変

化、あるいは気象状況の変化などにより、

それ以上の洪水が発生する恐れがあること

を想定し地域住民の安全・安心を確保する

ため、ハード対策の進捗(写真-8、写真-9)と、

ソフト対策との両輪を組み合わせいかに機

能させるかにより、防災あるいは減災への

対応がとれるものと考えている。 



 

写真-7 宮崎市街部の都市化の状況 

 

 

写真-8 河川整備の進捗（1） 

 
 
 
  
 
 
 
 

 

写真-9 河川整備の進捗（2） 

 
今後は、関係機関はもとより、地域と協

働しそれぞれの地域に合ったソフト対策を

より充実していくための取り組みを行うこ

とが必要である。 
 
 
 
 
 
 



災害後の宮崎県の取組と今後の 

                 

宮崎県総務部危機管理局 

                        松野 義直 

 

１．はじめに 

  宮崎県は、毎年のように台風や大雨によ

る被害が発生していますが、特に平成 17
年月に本県を襲った台風第 14 号は、死者

13 人、住家の全壊 1，136 棟、半壊 3，381
棟、被害総額 1,288 億円と本県にとって過

去最大級の被害をもたらしました。 

  この台風第 14 号災害では、市町村の避難

勧告発令のタイミングや情報伝達体制、住

民の避難に対する意識の低さなど様々な課

題が明らかになりましたが、県ではこれら

を教訓に災害に強い地域社会を築くことを

目的として平成 18年9月に宮崎県防災対策

推進条例を制定しました。 

 

２．宮崎県防災対策推進条例の概要 

  この条例では、県をはじめ県民、事業者、

市町村等が「自助」、「共助」、「公助」の考

え方をもとにそれぞれの責務や役割を認識

するとともに、ぞれぞれが信頼関係を築き、

連携を図っていくことが、災害に強い宮崎

県を築くための基本であるとしています。 

  現在、県ではこの条例に基づき自助・共

助を充実させるための様々な取組を行って

おりますが、最も特徴的な取組としてあげ

られるのは、毎年 5 月の第 4 日曜日を「宮

崎県防災の日」として位置付け、この日を

中心に県民への普及啓発活動を重点的に行

っていることです。県では、「宮崎県防災の

日」当日に住民参加型の県総合防災訓練を

実施するとともに、テレビやラジオ、新聞

広告などのマスメディアを活用して防災意

識の普及啓発に努めています。 

ところで、宮崎県防災の日を 5 月の第 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 宮崎県防災の日ポスター 

  

日曜日としたのは、本県の平年の梅雨入り

が 5 月 29 日であり、この梅雨入りから 10
月頃までが大雨や台風など風水害の警戒期

間となることから、その前に各家庭や地域

で災害に対する備えがしっかりできている

かを再確認してもらうきっかけとなればと

考えたからです。 

 

３．災害後の具体的な取組 

(1)災害監視室の設置 

 災害等の危機事象が発生した場合の初動

体制を確立することを目的として、平成 18
年 5 月に災害監視室を設置しました。ここ

に平日の時間外及び土日祝日に職員 2 名

（本庁の課長補佐以上の職員 1 名と自衛隊

OB の非常勤職員 1 名）が待機し、災害等

危機事象の監視を行っています。 

(2)災害対策本部の機能強化 

 次に災害対策本部の機能強化への取組と

して、閉庁時に震度 6 弱以上の地震が発生

した場合等に県庁周辺に居住する職員が自 

動参集し、災害監視室と連携して初動対応 

防災の方向性について 

 
 



を行う災害対策本部緊急初動班の設置や大

規模災害発生時に被害情報の入ってこない

市町村にあらかじめ登録した職員を派遣し、

情報の収集等を行わせる職員派遣制度等を

運用しています。 

  なお、これらの職員に対しては、定期的

に研修や図上訓練を実施しています。 

(3)多様な情報伝達手段の確保 

   次に多様な伝達手段の確保への取組と

して、平成 18 年 7 月から宮崎県防災・防犯

情報メールサービスを運用開始しており、

現在、約 18,300名の県民が登録しています。 

 このメールサービスは、大雨・洪水に関

する注意報・警報や地震、津波、台風、火

山等の気象情報のほか、市町村が災害時に

発表する避難勧告や避難指示等の防災情報、

不審者や振り込め詐欺等の防犯情報、火災

情報などをメールでお知らせするもので、

防災行政無線などによる住民への情報伝達

を補完するものとして、様々な機会を利用

して県民に登録を呼びかけています。  

  また、災害時の情報連絡手段として有効

な衛星携帯電話について、市町村の整備に

対し県が半額を補助する事業を平成 18 年

度、平成 19 年度の 2 ヶ年実施したことによ

り、8 市町村で 26 台の衛星携帯電話が整備

されました。 

(4)自助・共助の充実 

 次に、自助・共助を充実させるための取

組として、自主防災組織リーダー研修（現

在は防災士養成研修）を平成 18 年度から実

施しており、これまでに約 900 名が受講し

ています。 

 研修会は毎年 8 月から 9 月上旬にかけて

県内 6 箇所で実施しており、防災全般の講

義のほか、災害図上訓練や救急救命講習、

気象の仕組みなどを 2 日間にわたって実施

しています。 

また、この研修は、防災士の養成を最終

目的としており、防災士の資格取得を希望 

  

 

 

 

 

 

 

 

図-2 防災士養成研修（図上訓練） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3 防災教育 DVD 

 

する受講者には、1 月下旬にさらに 2 日間

の研修を実施しています。昨年度はこの研

修により約 100 名の防災士が誕生しました。 

  このほか、県では県民の防災知識や防災

意識の向上を図るため、防災出前講座を実

施しています。講座の案内文書を学校や事

業所、自治会等に配布するなどして PR し

た結果、昨年度は 45 件の申し込みがありま

した。 

 最近の傾向として、医療機関や社会福祉

施設からの依頼が増えているようです。 

 また、小中学生への防災知識の向上を目

的として、宮崎大学工学部の原田教授の協

力をいただきながら防災教育 DVD を作成

し、指導者用テキストと併せて県内の全て

の小中学校に配布しました。 

 この DVD は、風水害編、地震編、津波

 

 



編と災害ごとに分け、それぞれの発生のメ

カニズムと防災対策について、小学生にも

理解できるよう作成しており、学校の避難

訓練等の際に活用されています。 

(5)市町村防災担当職員との連携強化 

 県は市町村の防災担当者のスキルアップ

や連携強化を図るため、市町村防災担当者

研修会（図上訓練）や調整会議を毎年実施

しています。 

  調整会議は、危機管理局、県土整備部及

び宮崎地方気象台の 3 者で市町村の担当者

との意見交換を行い、避難勧告等の具体的

な発令基準、マニュアルの必要性や具体的

な作成方法、基準作成に必要なデータやそ

の入手先などについてのアドバイス等を行

っています。 

  避難勧告の発令基準については、21 年 11
月現在で水害についての基準を設けている

市町村が 68％、土砂災害の基準を設けてい

るのが 54％となっており、マニュアル等の

作成はなかなか進まない状況にありますの

で、今後も気象台や市町村と連携を密にし

ながら引き続き意見交換の場を持つことが

重要と考えています。 

(6)宮崎県防災の日フェアの実施 

  宮崎県防災の日に関する今年度の新たな

取組として、5 月 15 日（土）、16 日（日）

の 2 日間、宮崎市郊外のイオンモール宮崎

で「宮崎県防災の日フェア」を開催しまし

た。 

 このフェアは、県や市などの行政機関と

民間企業、大学、自主防災組織、ＮＰＯ法

人など防災に関係する数多くの団体との協

働という形で実行委員会を組織し、互いに

連携・協力しながら準備を進めてきたもの

で、「体験・体感して災害に備えよう！」を

キャッチフレーズに「知事と語ろう防災座

談会」、「防災情報共有システム体験」、

「AED・救急救命講習」、「起震車体験」、

「NTT 伝言ダイヤル体験」「防災マップ作 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4 宮崎県防災の日フェア 

（知事と語ろう防災座談会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5 宮崎県防災の日フェア 

（ＡＥＤ・救急救命講習） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-6 宮崎県防災の日フェア 

（起震車体験） 

成体験」など数多くの体験・体感型イベン

トを実施し、2 日間で約 5,000 人がフェアに

参加しました。 

  今回は県単独ではなく、様々な防災関係

機関がそれぞれの得意分野を持ち寄ってイ

ベントを企画したことで、県単独での実施

とは一味も二味も違った多彩な内容のフェ

アが開催できたのではと考えています。 

 

 

 



４．今後の防災の方向性 

  最後に、今後の防災の方向性については、

やはり自助、共助、公助の充実と連携に努

めることを基本に様々な取組を行っていく

必要があると考えています。 

 特に大規模災害時に命を守るのに大きな

役割を果たすのは自助と共助ですので、こ

れらの充実に取り組むことが重要であると

考えてます。 

 県民一人ひとりが危機意識を常に持ち災

害に備えること、そして隣近所をはじめと

する地域での人と人とのつながりをしっか

り作っていくこと、これは口で言うのは簡

単ですが、実現するのは非常に難しいこと

です。 

 このため、今後は国や市町村などの行政

機関はもとより、大学や企業、防災士ネッ

トワークや NPO など関係団体と連携・協力

し、それぞれが持つ得意分野を生かしなが

ら協働できるところは積極的に協働してい

くというスタンスで幅広く様々な角度から

地域防災力の向上に取り組んでいく必要が

あると考えています。 



                

 

      宮崎市生目地区振興会                             

中村 光義 

 

平成 17 年 9 月 5 日午後から 9 月 6 日午前

中にかけ襲来した台風 14 号による災害の

状況とその後の地域における防災への取り

組みの概要を述べる。 

 

１．台風１４号被災の状況                  

 生目地区には 9 つの大淀川支流があり、

水害は、その中の大谷川水系下流域と富吉

3 河川流域で発生した。              

 家屋については、大谷川水系で 972 戸、

富吉三河川流域の富吉で集落のほぼ 90%の 

421 戸が床上浸水以上の被害をうけた。被

災戸数 1,521 戸、被災人員 2,072 名の他、栽

培ハウスなどの農業施設、バラや、コチョ

ウラン等の栽培農作物、繋留飼育の和牛 20
頭など被害額は数億円に上り、農林大臣の

現地視察を受けた。                

 その他、富吉地区では地域内の江川の

氾濫により宮崎市浄水場が浸水し、その防

水壁も濁流により倒壊し、生目台団地など

3 万戸が昼間断水になった。また、下小松

地区の内水排除施設である雨水ポンプ場が、

大谷川堤防の越水により浸水し、操作不能

に陥った。 

  

２．救援活動 

救援活動には、消防生目分団の外、市生

目支所職員、自治会長、自治会班長、公民

館女性部、PTA 及び小中中学生、産業開発

青年隊、企業・団体、ボランティアなど多

くの人々の参加があり感謝に耐えない。 

特に消防分団の活動については、9 月 5
日午後 2 時、各詰め所待機に始まり、当初 

写真-1 富吉地区浸水状況、逃げ遅れた 

人達の救助にボ－トが向かっている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-2下小松地区被災ゴミの状況 

至る所道路は同じ状況。          

 

は住民が大変危機意識がうすく、避難勧告 

を聞き入れず、最終的にはボートによる避

難になり、9 月 6 日夜中の 11 時半の解散ま

で、それこそ飲まず食わず、不眠不休の救

援活動が続く事態になった。   

「一人の犠牲者も出さずに良かったです。」と

いう分団長の言葉が、強く心に響いた。     

各被災集落では、公民館女性部による炊き

出し、或いは、被災者でもある区長が自宅の

ことはそっちのけでの献身的な働きがあった。 

 

３．被災後の取り組み                    

１）災害対策会議 

復旧活動が一段落した 10 月 4 日に 振興

会三役、関係自治会長、消防生目分団長、

生目支所職員等による生目地区の災害対策

会議を開催した。                             

 

 

 

地域防災は地域協働で自分たちの 

地域は自分たちの手で護る   



台風 14 号による災害を教訓に、大規模災

害発生時において、「地域として、何が欠け、

何をしなければならないのか、また具体的

に地域組織として何ができるのか」をテー

マに意見交換をした。            

多くの意見や感想が述べられたが、 

・情報が良く伝わらないし、正確でない  

ものもある。                      

・住民は、まだ、うちは大丈夫など災害  

に対する緊迫感に欠けた。       

・大規模災害時には、地域で連携して活  

動できる態勢が必要。            

・各集落の自主防災隊は、今のままでは  

実際には機能しないのではないか。 

・今回の被災体験は後世に正しく伝えて      

行かねばならない。 

などがあげられる。                       

２）防災対策検討会 

災害対策会議の報告を受け、対策会議の

メンバーに各種団体や公共機関の代表を加

え防災対策検討会を開催し、具体的に取り

組むべき課題を検討した。その結果、             

①大規模災害発生時に対応できる生目地区         

の自主防災連合組織を編成する。         

②地区民が、防災に対する関心を持ち続け    

るように「生目地区防災の日」を定め、毎

年 1 回は、防災に関する研修や事業を計画

する。 

③人々の記憶が薄れ、被災の事実が風化  

し、忘れ去られないように台風 14 号特集と

して災害記録誌を作成する。            

④行政から各種の救済策が講じられている  

が、被災者の個人的な要望、不安に対して、

地域として組織的に支援していく。        

などに取り組むことにした。          

３）生目地区自主防災隊の設立 

先ずは、生目地区防災連合組織の設立に

ついて研究協議を経て、平成 18 年 8 月 29
日に、設立総会が開催され、設立の趣旨、

事業計画、構成と任務、規約などの提案が

あり、各自治会の自主防災隊をベースにし

た「生目地区自主防災連合隊」が発足した。               

設立の趣旨としては、                   

①大規模災害発生時の地域協働の防災体制

をつくる                 

②いろいろな防災行事を通じて住民一人ひ

とりが、自分自身、そして、自分たちの地

域は自分たち自身で護っていくという防災

意識を高める。                      

③各集落で編成されている自主防災隊が防  

災組織として、連携しながら機能できるよ

うにする。 

④地域に即して、いち早く救援活動ができ 

る地域災害ボランテイアを育成していく。  

４）「防災の日」設定と防災訓練   

①「生目地区防災の日」 

また、9 月第 1 日曜日を「生目地区防災

の日」と定め、地域防災力を向上させるた

め生目地区防災訓練を実施している。              

「防災の日」には区民が防災関連行事に参

加しやすいように各自治会においては他の

行事は一切計画しないことにしている。      

②防災訓練事前研修 

 防災訓練に先立ち、各自主防災隊の班長を

中心にして 70 名程度が参加する防災訓練

事前研修を開催。研修項目としては、指導

を市消防署に依頼し、応急手当、蘇生法・

AED の操作、ロープワーク、災害図上訓練

（DIG）などを実施した。     

③防災訓練 

防災訓練の要領は、                    

●災害本部からの情報伝達・自主防災隊か   

らの報告の集受など防災連絡業務の修練  

●訓練は、各地区での災害の発生を想定し   

て実施する。                 

●各自主防災隊は、本部指示以外に独自 

の訓練計画を立てる。         

●訓練を通じて、市消防署や地域センタ 

ーをはじめ、地区内にある関係機関との連  

携を深める。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-5 要支援者の避難訓練（細江自治会） 

 

                             

など、各集落（単位自治会）に即した防災

力の向上を目ざして実施している。   

５）災害記録誌の作成 

被災の記憶を風化させず後世に正しく伝

えるため、表題を「その時私は」として被

災者、救援活動参加者ボランティア、小中

学生など 97 名の寄稿と 95 葉の写真を掲載

して、平成 18 年 2 月に 600 部を上梓し、関

係者に配布した。              

 

４．防災上の問題  

●情報伝達は「より早く、より正確に、よ 

り詳細に」を基本に、その内容・方法につ

いて更なる工夫が必要。               

●個人、集落間で防災意識の差が大きい。 

防災行事のパターン化の危惧があり、各組 

織・団体のリーダー育成・研修が非常に大  

切である。          

 ●災害時要支援者の避難誘導について  

は、個人情報開示や本人の同意が必要など 

スムーズに展開できない面がある。        

●地域として、災害情報の共有、行動の展

開という面で、自治会未加入者への対応 

が必要である。                         

 

５．今後への期待                   

◎地域消防を含めて、行政との緊密な連 

携が必要で、各種の防災行事、情報による 

啓発等を通じて日常的な連携が深まる。  

◎防災行事、研修に参加することにより、 

地区民及び地域自体に自助・共助の大切さ 

の認識が深まっていく        

◎全ての人に関わりのある防災活動を通 

して、地域の新しい絆も生まれ、地域づく

りを推進する一環にもなる。  

まさに災害に強い地域とは、万全な防災

対策は勿論のこと、地域の人びと自らが自

分たちのくらしや地域を考え、日頃から防

災に関する知恵や情報の備えを持ち、人の

つながりを大切にする地域であると考える。      

 
写真-3 事前研修で図上訓練の様子 

 

 

写真-4  AED による蘇生法の研修中 

 



 

 

宮崎大学工学部  

シンポジウム実行委員長  村上  啓介  

 

平成 17 年 9 月に九州南部に上陸した台風

14 号は宮崎県内全域に極めて大きな被害を

もたらすとともに、防災上の様々な教訓や

課題を私たちに残した。その後、この経験

を踏まえ、住民や行政はそれぞれの立場で

“災害に強い地域づくり”を進めてきてい

る。  

そこで、この台風 14 号災害から 5 年目の

節目に当たる本年 9 月、当時の被害や教訓、

そしてその後の対策等を今一度整理し、「自

然災害による犠牲者ゼロ」を実現するため

の課題と方策を共有することを目的に本シ

ンポジウムを開催することとした。  

シンポジウムの内容は以下の通りで、各

講演の詳細は本誌を参照されたい。  

基調講演１  

「九州の自然災害と犠牲者ゼロの実現に  

むけての取り組み」  

基調講演２  

善功企氏  九

州大学教授  

「台風 14 号災害の特徴とそこで得られた  

知見と教訓」  

杉尾哲氏  宮崎大学名誉教授  

講演１  

「災害後の国土交通省の取り組みと今後の  

防災の方向性」  

鶴崎秀樹氏   

国土交通省  宮崎河川国道事務所  副所長  

講演２  

「災害後の宮崎県の取り組みと今後の防災  

の方向性」  

松野義直氏  宮崎県危機管理局主幹  

講演３「台風 14 号の被害、その後の取り組  

み、地域防災の問題点、今後の期待等」  

中村光義氏  生目地区振興会前会長  

また、シンポジウムでは原田隆典氏（宮  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

崎大学教授）をコーディネータに迎え、「自

然災害による犠牲者ゼロの実現に向けて何

をなすべきか？」をテーマに、土砂災害に  

詳しい内田太郎氏（独立行政法人土木研究

所土砂管理グループ主任研究員）を招いて

講演者とともに討議を行った。  

台風 14 号災害直後の調査では、「まさか

こんな被害になるとは思わなかった」との

声が行政や住民から多く聞かれた。講演で

述べられたように、災害後の行政の取り組

みは着実に進歩しており、そのことは住民

の防災意識の継続にも寄与するものと考え

る。一方で、住民の防災活動や防災意識の

継続には様々な問題点や今後への期待があ

ることも同時に確認され、本シンポジウム

が有意義な情報共有の場になったものと確

信している。  

今回のシンポジウムには 421 名の方々の

参加をいただき、自然災害に対する関心が

依然として高いことが伺われた。今後もこ

のような取り組みを通じて、自然災害の軽

減のための情報共有や防災意識の継続を図

る所存である。  

最後に、本シンポジウムに参加していた

だいた方々に感謝の意を表します。また，

シンポジウムの開催にあたり、国土交通省

九州地方整備局、宮崎県、宮崎市、宮崎大

学、 (社 )国立大学協会九州地区支部会議、

各報道機関に多大なご協力を頂きましたこ

シンポジウムを終えて  

 



とに感謝の意を表します。  



 

奄美大島豪雨災害に関する 

 

 

九州大学西部地区自然災害資料センター長 

善 功企 

 

１．はじめに 

 九州大学と国土交通省九州地方整備局は、

災害調査や災害復旧にあたって、連携して

対応を行ってきたが、今般、正式に協定を

締結して、更に包括的な連携・協力を推進

しようという話が進んでいた。その最中に

今回の豪雨災害が発生した。九州地方整備

局では、災害直後から緊急災害対策派遣隊

（TEC-FORCE）を奄美大島に派遣し精力的

な支援活動を行っていた。九州大学でも被

災地の緊急対応が落ち着いたところで災害

の学術調査を実施する計画であった。この

ような背景から、九州大学では先遣隊を派

遣して、両機関合同で現地調査を実施する

ことになった。今回の調査では、地方自治

体への復旧に対する助言、報道を通じた住

民への情報の提供も行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査場所は、鹿児島県奄美大島（奄美市、

大島郡龍郷町、大島郡住用町、大島郡大和

村等）、調査実施日は、平成 22 年 11 月 1 日

から 2 日である。九大側の調査メンバーは、 

筆者のほかに、河川・環境が専門の島谷工

学研究院教授である。 

 

２．大雨の状況と被害概況 

2010年 10月 18日から同20日にかけて、

奄美大島付近に前線が停滞し、前線に向か

って南から湿った空気が流れ込み、大気の

状態が著しく不安定となったため、北部で

発達した雨雲が次々と奄美大島に流れ込ん

で、20 日昼前後にかけて、奄美市、大和村

および瀬戸内町付近において解析雨量が１

時間 120mm 以上となる記録的大雨をもた

らした。気象概況を図-1 に示す。鹿児島県

の発表（11 月 26 日 16:00 現在）の被害概況

は、人的被害:死者 3 名、軽症 2 名、住家・

非住家被害:全壊 10 棟、半壊 479 棟、床上

浸水 119 棟、床下浸水 767 棟、一部損壊 11
棟、全面通行止め：1 箇所（10 月 21 日 8:00
現在のピーク時では 37 箇所）、避難指示・

勧告の発令状況:合計 1366 世帯、2822 人、

公共施設等被害総額は、土木関係・農業関

係・環境林務関係・保健福祉関係・商工観 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合同調査速報（土砂災害） 

 

 

災害 報告 

図-1 気象概況（福岡管区および鹿児島地方気象台、名瀬測候所） 



 

 

 

光関係・文教関係などの被害額をあわせて:

約 116 億円である。ライフラインの被害も

発生したが、停電は 10 月 24 日、携帯電話

は 10 月 28 日、断水は 11 月 7 日に復旧が完

了している。 

 

３．調査結果 

 調査箇所は、全体で 17 箇所であるが、主

要な調査箇所を図-2 に示す。ここでは、土

砂災害関係についてその概要を述べる。 

①龍郷町屋入地区（国道58号線沿いの斜面

崩壊；写真-1） 

・当該地区の滑りは、表層の粘土部と溶岩

風化部との境界部で発生したものと考えら

れる。 

・今回のゲリラ的豪雨により、表層の粘土

部が雨水で飽和状態となり、法面が重みに

耐えきれなくなり滑ったものと考えられる。 

 

 

 

②龍郷町 浦地区（JAの裏山の斜面崩壊;写

真-2） 

・当該地区も屋入地区同様、表層の粘土部

と溶岩風化部との境界部で発生したものと

考える。 

・表土（赤土）の厚さや風化状態で滑りの

深さが異なるが、滑りの深さは浅いものと

考える。 

・滑面の要因分析を行うため、風化部と粘 

土部の土砂を2箇所でサンプリングした。 

③奄美市名瀬根瀬部（県道79号;写真-3） 

・当該地区は、道路排水が路肩部に集中し

て、路肩崩壊を起こしたと考えられる。 

・被災箇所は坂道の左カーブに位置し、坂

道の高い箇所で法面崩壊を起こし雨水が1

箇所に集中した結果と見られる。 

・旧道を改良した区間であり、旧道の排水

系統が判らないが、集中豪雨の影響による 

 
図-2 合同調査主要箇所（①～⑪は本文の①～⑪に対応） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ものと考えられる。 

④大和村大和浜地区（役場裏;写真-4） 

・当該地区の土石流は、渓流部の表土部分

が豪雨により流出したものと考えられる。 

・対策工の検討にあたっては、今回の流出

土砂量の把握を行うとともに、今後発生す

る残留土砂量も把握する必要がある。 

・天然記念物であるウラジロガシが自生す

る自然環境豊かな地区であるため、できる

だけ自然石を利用するなど、自然環境に配

慮した対策工が望まれる。 

・山腹の対策工も考えられるが、下流側に

ポケットを設けて流路工を新設するなど、

この地域の自然特性を活かした対策工を災

害申請の段階から組み込んだ申請書を作成

することも必要と考える。 

・土石流は繰り返し起こることから、崩壊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後の山腹の不安定土砂や土質並びに風化状

況など調査を十分行い、対策工の検討を行

うことが望ましい。 

⑤大和村湯湾釜地区（分校裏山） 

・当該地区の土石流は、巨石を伴うもので

はなく、表層部の不安定土砂（石は風化が 

見られない）が豪雨により流れ出たものと

考えられる。 

・崩壊面が確認できないので詳しいコメン

トは出来ないが、崩壊面にはまだ多量の不

安定土砂が残っていると考えられることか

ら、流路工など流末処理対策も含め、早急 

に県との協議が望まれる。 

・土石流対策の大型土嚢の配置について、

下流には小学校や民家などが存在するため、

出来るだけ自然の地形（下り坂）を流れる

ように誘導し、被害を最小限に食いとめる 

   

写真-1 ①龍郷町屋入地区 

（国道 58号線沿いの斜面崩壊） 

写真-2 龍郷町 浦地区 

（JAの裏山の斜面崩壊） 

写真-3 奄美市名瀬根瀬部 

（県道 79号） 

写真 -4  ④大和村大和浜地区     写真 -5  大和村役場      写真 -6  ⑤大和村湯湾釜地区      

（役場裏）             (村長による被災状況の説明)    （分校裏山） 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

よう検討が必要と考える。 

・滑面の要因分析を行うため、表層の土砂

を2箇所でサンプリングした。 

⑥名瀬市平田町地区（第三エースマンショ

ン林） 

・当該地区は、法面コンクリート吹き付け 

部であり、法面中腹から豪雨による湧水が

発生し、吹き付け部が迫り出し崩壊したも

のと考える。 

・下流にはマンションが位置し、このまま

崩壊が続けばマンションの3階まで土砂の

影響を受ける可能性があると考えられる。 

・大島支庁の土木課長に連絡を入れ、早急 

な対策が必要との助言を行った。 

⑦住用町城地区（城トンネル出口） 

・当該地区は、豪雨により巨石を伴う土石

流が発生し、土石流が国道58号線を乗り越

えて下流の民家まで達したものとみられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・他の地区と異なり、2m 弱の巨石を伴う

土石流であり、山腹崩壊はかなりの規模と

推定される。 

・被災前においては、沢水は道路下のBOX を

流れていたが、土石流発生後は道路面を流

れ、下流の民家へ泥流が流れたと考えられ

る。 

⑧住用町石原地区（旧道１） 

・当該地区は、豪雨により表層と岩盤の風

化部の境界で大規模な法面の崩壊が発生し

たものと考えられる。 

・岩盤は谷方向の流れ岩盤で風化が激しく、

節理面には流入粘土が確認されることから、

繰り返し法面崩壊が考えられる。 

・法面の対策としては、不安定土砂を取り

除き、岩盤面をコンクリートの吹き付けで

風化対策を行い、必要に応じてロックアン

カーで法面の安定を図ることが望ましい。 

写真-7 ⑥名瀬市平田町地区   写真-8 ⑦住用町城地区  写真-9 ⑧住用町石原地区 

（第三エースマンション林）  （城トンネル出口）    （旧道 1） 

写真-10 ⑨住用町石原地区  写真-11 ⑪龍郷町瀬留区  写真-12 ⑪龍郷町瀬留区 

（旧道 2） 



・旧道部分は、コンクリートブロックが被

災無く安定していることから、コンクリー

トブロックの基礎部は堅硬な支持地盤が期

待できることから、その基盤を確認後、橋

梁形式等で復旧することも考えられる。 

・滑面の要因分析を行うため、岩盤の流入

粘土部、表土部の2箇所でサンプリングした。 

⑨住用町石原地区（旧道2） 

・現地において急遽助言してもらいたいと

の要望があった箇所である。 

・当該地区は、旧道で以前も崩壊履歴のあ 

る箇所で、路肩に幅7cm、延長 30m、段差 5cm 

のクラックが確認された。その下は法面が

一部崩壊し、その横には公民館や民家があ

るため、緊急的に大木を切るなど法面のウ

ェイトを抑えることが必要と助言した。 

・クラック箇所に雨水が流入しないよう対

策を講じること。早急に県に詳細な調査依

頼をするよう助言した。なお、奄美市土木

課長へも電話で詳細調査の必要性を連絡し

た。 

⑩住用町東城（写真省略） 

・当該地区は、豪雨により表層と岩盤の風

化部の境界で法面の崩壊が発生したものと 

考えられる。 

・表層部は赤土であるが、岩盤部は白く風

化し、他の箇所とは異なるものである。 

・滑面の要因分析を行うため、岩盤の白い

風化部と粘土部の2箇所でサンプリングし

た。 

⑪龍郷町瀬留区 

・当該地区は、まだ崩壊面の上部から湧水

が出ているため、非常に気になる。 

・民家まで距離があることから、今後復旧

コストも考慮の上、工法を考えるべきであ

ろう。 

・広域農道（林道）は復旧が必要とのこと

であり、場合によっては崩壊対策と農道復

旧は別々に考えることも必要かもしれない。 

・農道は橋による復旧の可能性も要検討で

ある。土砂対策は下部の旧耕作地に土砂を

ためるなど。併せて、湧水があり今後渓流

が形成されることが考えられるため旧耕作

地からの排水も考えることが重要であろう。 

いずれにしても、コストの観点が重要であ

る。 

４．おわりに 

 本報告では、土砂災害についての調査結

果のみを紹介した。なお、本稿は現地にお

けるTEC-FORCEメンバーと協議の上作成

されたものである。本調査後、さらに、土

砂災害、河川災害、環境災害など九大の調 

査グループが現地学術調査を実施しており、 

詳細は本年度末前後に報告されることにな

っている。 

最後に、本災害に係る九大の調査はいわ

ゆる総長特別経費により実施している。こ

こに記して九大有川総長はじめ関係各位に

深甚の謝意を表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



深層崩壊とは？ 

独立行政法人 土木研究所  

 内田 太郎 

 

１．はじめに 

斜面崩壊は土層のみが崩れ落ちる表層崩

壊と土層及びその下の風化した岩盤が同時

に崩れ落ちる深層崩壊に分類される（図-1）。

このうち、深層崩壊は、発生数は必ずしも多

くはないが、規模が大きいため、大規模な土

石流や天然ダム等が生じ、被害が甚大になる

場合がある（図-2）。実際、 2005 年の台風 14
号では宮崎県内を中心に多くの深層崩壊が

発生し、耳川流域などで天然ダムが形成され

た。国外では、2009 年の台湾の小林村など、

集落 1 つが壊滅的な打撃を受け、1 つの深層

崩壊で犠牲者が数 100 人に及ぶことがある。

深層崩壊の誘因としては、2005 年の台風 14
号のような豪雨に加えて、地震が主たる要因

である。近年だけでも、2004 年の中越地震や

2008 年の岩手・宮城内陸地震では数多くの深

層崩壊が生じている。 

また、深層崩壊の特徴は以下のようにまと

めることができる。 

1) 斜面を構成する土塊は崩壊と同時にバラ

バラになって移動するか，あるいは原形をと

どめてすべり始めた後にバラバラになる。 

2) 崩壊土塊（土砂）は高速で移動する。 

3) 崩壊土塊（土砂）の大部分は崩壊範囲の

外へ移動する場合が多い。 

このような深層崩壊に起因する土砂災害

を防止・軽減するためには、崩壊発生危険箇

所やその規模などを予め知っておくことが

重要である。しかし、深層崩壊の発生に関わ

る要因は複雑であり、崩壊発生危険箇所の予

測に必要なデータの蓄積が十分でないこと

もあり、深層崩壊発生のおそれのある渓流を 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 深層崩壊の概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 深層崩壊による被害の形態 

 

抽出する全国的に適用可能な手法が確立さ

れていない状況であった。 

そこで、土木研究所では、はじめに深層崩

壊と隆起量、地質の関係を解析し、深層崩壊

の発生する可能性の高い地域を明らかにし

た1) 。さらに、地形･地質の特徴や数値地図

から算出される地形量等と深層崩壊の関係

を分析した上で、分析結果を基に、客観的な

情報に基づいて、深層崩壊の発生する可能性

の高い地域から、深層崩壊の発生のおそれの

ある斜面が存在する土石流危険渓流程度の

流域を絞り込む手法を「深層崩壊の発生のお

それのある渓流抽出マニュアル（案）」2)とし

てとりまとめた。 
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図-3 過去における深層崩壊発生箇所と隆起量 

 

２．推定頻度マップの作成 

従来の研究から、微地形、地質、隆起量、

水文環境などが深層崩壊発生に影響及ぼす

因子として指摘されてきた。このうち微地形

や水文環境は、深層崩壊発生のおそれのある

斜面の抽出に有効である可能性は高いが、全

国的に調査するためには膨大な時間や労力

を要する。そこで、微地形や水文環境により

深層崩壊発生危険箇所を抽出するためには、

地域を限定する必要がある。その点、地質や

隆起量は、全国的に情報が整備されているた

め、日本全土における深層崩壊の発生危険度

を評価する有効な指標となりえる。そこで、

土木研究所では、既往の深層崩壊事例を分析

し、地質や隆起量の違いが深層崩壊発生に及

ぼす影響を検討した1)

本調査では、「表土層だけでなく、深層の

地盤までもが崩壊土塊になる現象」を深層崩

壊とし、平均崩壊深が概ね 5m以上、かつ崩

壊土砂量が概ね10

。 

5ｍ3

これらの事例を基に、深層崩壊発生頻度と

地質、隆起量の関係を調べた結果、以下の点

が明らかになった。 

以上の崩壊を収集の対

象とし、明治期（1868 年）以降に降雨あるい

は融雪により発生したもののうち、既往文献

中に発生場所、発生年月日が明記されている

ものを対象とした。その結果、122 事例収集

した。収集した事例の位置を図-3に示す。な

お、図には、第四紀地殻変動研究グループ

（1968）によって作成された集成隆起沈降量

図を参照し、第四紀隆起量が 750mの等値線

を入れた。なお、集成隆起沈降量図とは、第

四紀の隆起沈降量を侵食平坦面の海抜高度

から差により求める地形学的方法と第三紀

と第四紀の境界層準の分布高度から求める

地質学的方法から求め，作成されたものであ

る。 

1）隆起量が大きいほど深層崩壊発生頻度は

大きい。 

2）地質が第四系の地域では、地質が第四系

より古い、第三系と中古生界の地域に比べて

深層崩壊発生頻度が小さい。 

3) 地質が付加体の地域では、付加体以外の

地域に比べて深層崩壊発生頻度が大きい。 

4) 堆積岩、火山岩、変成岩などの岩種が深

層崩壊発生頻度に及ぼしている影響は小さ

い。 

この結果を元に、①隆起量、②地質年代が

第四系であるか否か、③地質が付加体である

かどうかを判断基準に、全国の深層崩壊発生

頻度を推定した。結果の詳細は、土木研究所

火山・土石流チームのホームページ

（http://www.pwri.go.jp/ team/volcano/ deep_ 
seated_landslides/press_release_20100811/press
_release_20100811.htm）を参照にされたい。 

 

３．深層崩壊の発生のおそれのある渓流抽出

マニュアル（案）の提案 

 

 



これまで、深層崩壊発生と地形や地質構造

との間には関係があると考えられてきた。深

層崩壊に関連のある微地形としては、図-4に

示したような、岩盤クリープ斜面や地すべり

地形1と呼ばれるような深層崩壊の予兆と考

えられる斜面の変形によるもの、山頂緩斜面

のように、深層崩壊の発生場する場でよく見

られる地形がある。 

しかし、従来の調査・研究は深層崩壊発生

箇所周辺を詳細に調査し、深層崩壊の発生と

関連性の高い地形や地質構造を検討したも

のが大半であったため、深層崩壊の発生箇所

周辺によく見られる地形や地質構造は明ら

かにされてきてはいたものの、深層崩壊の発

生箇所周辺のみに多い（言い換えれば、深層

崩壊の発生箇所以外には少ない）地形や地質

構造は明らかではなかった。そこで、今回、

土木研究所では、宮崎県鰐塚山などを対象に

新たに検討・解析を加えた。その結果、以下

のことがわかった。 

(1) 深層崩壊が過去に発生した箇所の周辺

は、再び深層崩壊が発生する確率は高い。 

(2) 深層崩壊の前兆と考えられるような地

形的な特徴（例えば、線状凹地、岩盤クリー

プ斜面）が見られる場所では、深層崩壊が発

生する確率は高い。 

(3) 斜面勾配が急でかつ集水面積が大きい

斜面は、深層崩壊が発生する確率は高い。 

そこで、土木研究所では、前記の(1)～(3)の

検討結果に基づき「深層崩壊の発生のおそれ

のある渓流抽出マニュアル（案）」を作成し

た。マニュアルでは、図-5に示す概念図のよ

うに、深層崩壊のおそれのある渓流（流域）

の抽出手法をまとめてある。すなわち、マニ

ュアルでは、 

①深層崩壊の発生実績のある渓流（流域） 

②深層崩壊の発生と関連性の高い地質構

造・微地形要素がある渓流（流域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③勾配および集水面積が大きい斜面が多い

渓流（流域） 

を深層崩壊の発生のおそれのある渓流とし

て抽出、①～③の条件を数多く満たす渓流

（流域）ほど深層崩壊の発生の危険度が高い

渓流として抽出するようにした。なお、本マ

ニュアルの全文は、土木研究所火山・土石流

チームのホームページ (http://www.pwri. 
go.jp/team/volcano/deep_seated_landslides/man
ual_20081113_ver_1.pdf)に示してあるので参

考にされたい。 
 

４．おわりに 

前章で紹介したマニュアルを用いて、全国

の国土交通省の直轄砂防事務所により、深層

崩壊のおそれある渓流（流域）の抽出作業が

 

図-4 深層崩壊と関連性があると考えられる地形 

 

図-5 深層崩壊のおそれのある渓流の抽出 

マニュアル（案）の概念図 



進められている。この調査は、2 章で示した

調査に基づき抽出された深層崩壊のおそれ

の特に高い地域を中心に行われている。これ

らの調査が進むことにより、従来困難であっ

た深層崩壊発生箇所の事前の把握がある程

度可能となると期待される。 
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ニュース 
 

災害時の通信ネットワーク構築される！ 
－九州大学・九州地方整備局・地方自治体間で防災通信訓練－ 

 
 2010 年 12 月 8 日に，ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した防災通信訓練が実施された。通信訓練には，

九州大学西部地区自然災害資料センター，国土交通省九州地方整備局の福岡国道工事事務所，北九州国

道工事事務所，遠賀川河川事務所ならびに地方自治体として篠栗町，糸島市，飯塚市および直方市が参

加した。訓練では，午前 8:15 ごろに篠栗町でマグニチュード 6.0 規模の地震が発生したと想定し，8:30
より緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）が出動し，現地の災害情報を通信する機材を設営した

後，11 時 40 分から各組織を結んで遠隔防災会議が行われた。遠隔防災会議では，参加者の指示により

映像の操作が可能であり，瞬時に現地で撮影された映像を全参加者で共有することが可能である上に，

参加者が同じ映像を見ながら音声会議を行うことが可能である。訓練では，善センター長ならびに篠栗

町長が，篠栗町役場の前に実際に設置されたカメラのアングルやズームをリアルタイムで操作し，映像

情報の品質や解像度などを確認した。会議に参加した糸島市や直方市などの地方自治体からは，本シス

テムが災害時に有効であることが指摘され，特に直方市からは来年の自衛隊との共同訓練に使用してみ

たいとの要望が出された。     (文責：笠間清伸，九州大学西部地区自然災害資料センター主任)
 

写真-1 遠隔会議中のセンターの様子 

 
写真-3 遠隔会議で必要となる器具 

 

 
写真-2 遠隔地の映像受信状況（中央スクリーン） 

 
写真-4 遠隔地カメラの操作するセンター長 

ニュース 



ニュース 
     
 
九州大学西部地区自然災害資料センターと国土交通省九州地方整備局との災害に係わる連

携・協力に関する「実施協定」の締結について 

 
目的 

センター及び整備局が保有する災害に係わる各種情報（災害に関する資料、映像など）の相互利用、

災害時の連携・協力を図ることにより、センターの行う災害関連情報の収集・整理・保存、関係機関等

への情報提供、並びに整備局の行う災害の予防・応急対策・復旧、関係機関等への情報提供に資するこ

とを目的とする。 
災害時の映像などの情報共有システム 

2010 年 11 月 26 日、九州大学西部地区自然災害資料センター（善センター長）と国土交通省九州

地方整備局（清水企画部長）は、台風や集中豪雨などの災害現場の映像をリアルタイムで見る事が

出来る同整備局の情報システムを利用するなど、災害情報の相互利用等に関する「実施協定」を結

んだ。この協定は、これに先立って調印された九州大学（有川総長）と国土交通省九州地方整備局（岡

本局長）とで調印された「包括協定」に基づいて締結されたもの。 
以前から、両機関は災害時の調査などの協力を行ってきたが、本年 10 月に発生した鹿児島県・

奄美大島の豪雨災害で、国土交通省九州地方整備局 TECH-FORCE と九州大学が協力して災害調査

を実施したのを契機として、正式に今回の協定締結となった。 
システムは同整備局が開発したもので、本年 9 月に運用を開始した。これは、防災ヘリコプター

などから撮影した災害現場の映像を、インターネットを介して災害対策本部や関係自治体、センタ

ーへリアルタイムで送信することによって、現場の状況が正確に把握出来、緊急時の的確な対応が

可能となる最先端の災害情報伝達システムである。 
協定の意義について、善功企センター長は「自然災害は発生後 72 時間の初動対応が重要である

が、大災害ほど情報が入りにくい。協定を 活かし緊急時の災害対応に的確な助言を行うなど、連携・

協力を深化させたい。」と話している。 
 

 

報 告 

調印式（九大箱崎キャンパス）での災害情報シス

テムの紹介。 

「包括協定」調印後、握手する九州大学有川総長

と国土交通省九州地方整備局岡本局長。この後、

「実施協定」が締結された。 
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＜災害一般＞ 

防災科学技術研究所研究報告 第 76号・第 77号   防災科学技術研究所 

防災科学技術研究所 Introduction to NIED  防災科学技術研究所 
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福岡市地域防災計画(震災対策編)平成 22年 6月  福岡市防災会議 

福岡市地域防災計画(風水害対策編)平成 22年 6月  福岡市防災会議 
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防災システム 2010.Vol.32 No.1～2010. Vol.33 No.2    日本防災システム協会 

近代消防 第 48巻 Vol.591号～第 48巻 Vol.596号 近代消防社 

京都大学防災研究所 自然災害研究協議会 自然災害研究協議会 

京都大学防災研究所年報第 53号 平成 21年度  京都大学 

災害の記録 平成 20年 宮崎県 

防災総合センター年報 第 1号  静岡大学防災総合センター 

埼玉大学地圏科学研究センター年報 第 9巻 埼玉大学地圏科学研究センター 

“彩の国”市民科学オープンフォーラム 

講演および討論会資料 埼玉大学地圏科学研究センター 

自然災害科学 Vol.28 No.1 2009～Vol.29 No.2 2010 日本自然災害学会 

その時 私は (2005年 9月・台風 14号災害記録誌) 生目地区振興会 

平成 21 年度 京都大学防災研究所 

研究発表講演会 プログラム 京都大学 

災害制御研究センター報告 東北大学工学部災害制御研究センター 

特定非営利法人熊本自然災害研究会 

研究発表会要旨集平成 21年度 特定非営利法人熊本自然災害研究会 

国際建設防災 第 20号 2010年版   （財）海外建設防災協会 

筑波地球環境科学 筑波大学 

消防研究所報告 通巻 108 号・通巻 109号  総務省 消防大学校 消防研究センター 

北海道地区自然災害科学資料センター報告 

Vol.23 2010 年 3月 北海道地区自然災害科学資料センター 

土木学会誌 2010 年 12月 （社）土木学会 

 



＜地盤＞ 

山が動く 土が襲う「長野県の土砂災害」  川上 浩(信州大学名誉教授) 

地すべり地形分布図 第 43集「函館」          防災科学技術研究所 

地すべり地形分布図 第 44集「室蘭・久遠」      防災科学技術研究所 

地すべり地形分布図 第 45集「岩内」          防災科学技術研究所 

地すべり地形分布図 第 46集「札幌・苫小牧」     防災科学技術研究所 

地すべり地形分布図 第 47集「夕張岳」        防災科学技術研究所 

地質ニュース 通巻 664号～通巻 676号  地質調査総合センター 

水文環境図 No.6 山形盆地(CD-ROM)  地質調査総合センター 

有珠火山地域地球物理総合図  地質調査総合センター 

三峰地域の地質  地質調査総合センター 

西郷地域の地質  地質調査総合センター 

小滝地域の地質  地質調査総合センター 

佐賀地域の地質  地質調査総合センター 

大洲地域の地質  地質調査総合センター 

宇都宮地域の地質  地質調査総合センター 

樽前火山地質図  地質調査総合センター 

十勝岳火山地質図  地質調査総合センター 

20万分の１地質図幅「伊勢」  地質調査総合センター 

20万分の１地質図幅「静岡及び御前崎」  地質調査総合センター 

20万分の１地質図幅「八代及び野母崎の一部」  地質調査総合センター 

20万分の１地質図幅「与論島及び那覇」  地質調査総合センター 

20万分の１地質図幅「西郷」  地質調査総合センター 

新潟県との連携による震災復興に向けた調査研究報告書 新潟大学災害復興科学センター 

次代の災害復興モデルの構築を目指して  新潟県・新潟大学共同研究プロジェクト 

土砂災害の実態 平成 20年  (財)砂防・地すべり技術センター 

地質調査研究報告 Vol.61 No.7/8～9/10 2010            地質調査総合センター  

 

＜地震動＞ 

2008年岩手・宮城内陸地震災害調査報告 防災科学技術研究所 

「全国地震動予測地図」作成手法の検討(DVD 版)  防災科学技術研究所 

強震ネットワーク強震データ Vol.27  Vol.28 防災科学技術研究所 

平成 17 年度大都市大震災軽減化特別プロジェクトⅡ 防災科学技術研究所 

強震動評価のための全国深部地盤構造モデル 

作成手法の検討 防災科学技術研究所 

新庄における気象と降積雪の観測(2008/09 年冬期)  防災科学技術研究所 



阿寺断層系における深層ボーリング調査の概要と 

岩石物性試験結果 防災科学技術研究所 

東京大学地震研究所 彙報 

第 84 号 第 4冊 平成 21年（2009）     東京大学地震研究所 

AFERC News  No.17～ No.19  活断層/地震研究センター 

歴史地震 第 25号 Vol．25 平成 22年(2010)  歴史地震研究会 

松代群発地震資料報告 No.46 2010.7                   松代地震センター 

防災科学技術研究所による深層掘削調査の概要と 

岩石物性試験結果（足尾・新宮・牛伏寺）  防災科学技術研究所 

平成 18 年度大都市大震災軽減化特別プロジェクト 

 実大 3層 RC 建物実験報告書  防災科学技術研究所 

活断層研究センター年報 平成 20年度  活断層研究センター 

精密地震観測室技術報告 第 27号  気象庁精密地震観測室 

気象庁技術報告 第 132号  

平成 20 年岩手・宮城内陸地震調査報告  気象庁 

東京大学地震研究所 彙報 

第 84 号 第 3冊 平成 21年（2009）  東京大学地震研究所 

 

＜河川・砂防＞ 

山口大学産官学フォーラム 

平成 21年 7月 21日 山口防府豪雨災害調査報告書  山口大学防府豪雨災害調査チーム 

平成 21年 7月中国・九州北部豪雨災害調査報告     防災科学技術研究所 

＜農林＞ 

季刊 森林総研 第 8号～第 11号  森林総合研究所 

 

＜異常気象＞ 

気候変動監視レポート 2009       気象庁 平成 22年 6月 

 

＜沿岸・津波＞ 

津波工学研究報告 第 27号    東北大学大学院工学研究科災害制御研究

センター 

海岸統計  平成 21年度版   国土交通省河川局 

 

＜積雪＞ 

長岡における積雪観測資料   防災科学技術研究所 

 

＜火山＞  

火山噴火予知連絡会会報 第 100号～第 103 号   気象庁 

 



センター最新所蔵資料一覧 

新 刊 紹 介 

平成 21年 9月～平成 22年 2月までの新刊図書、資料は下記の通りです。御利用下さい。 

報告書・単行本・ニュ－ス              発行機関名・研究代表者名 

 

＜災害一般＞ 

日本の自然災害 500～1995 年 

ー奈良時代～阪神大震災まで収録ー          日本専門図書出版 

徳島大学 環境防災研究センター年報 第 5号      徳島大学 環境防災研究センター 

最近 10 年のあゆみー消防研究所６０周年ー  総務省消防庁消防大学校消防研究センター 

消研輯報 平成 20年度   総務省消防庁消防大学校消防研究センター 

近代消防 第 47巻 Vol.583号～第 48巻 Vol.590 号 近代消防社 

防災 第 722 号～第 729号                          全国防災協会 

自然災害科学 Vol.28 No.1 2009～No.3  日本自然災害学会 

DPRI  News Letter  No.54・No.55                 京都大学防災研究所    

防災システム 2009.Vol.32 No.2 ～2010.Vol.32 No.3    日本防災システム協会 

宮崎県地域防災計画Ⅰ平成 22年 2月   宮崎県防災会議 

宮崎県地域防災計画Ⅱ平成 22年 2月   宮崎県防災会議 

東北地域災害科学研究 第 46巻平成 22年 3月   東北地区自然災害資料センター 

防災科学技術研究所研究報告 第 74号・第 75号   防災科学技術研究所 

京都大学防災研究所年報 第 52号   京都大学防災研究所 

国際建設防災 第 19号 2009年版  （財）海外建設防災協会 

地球、環境破壊、災害、そして いのち         日本防災協会 

 

＜地盤＞ 

土砂災害の実態 平成 19年              地すべり技術センター 

地質ニュース 通巻 660号～通巻 666号  地質調査総合センター 

地質調査研究報告 Vol.60 No.1/2 2009～No.11/12 2009  地質調査総合センター 

20 万分の 1日本シームレス地質 DVD版     地質調査総合センター 

口永良部島火山地質データベース  地質調査総合センター 

20 万分の１地質図幅「石垣島」   地質調査総合センター 

20 万分の１地質図幅「徳之島」   地質調査総合センター 

村所地域の地質   地質調査総合センター 

STRONG-MOTION EARTHQUAKE RECORDS IN JAPAN 2007 

CD-ROM Volume48・Volume49   地質調査総合センター 

20 万分の１地質図幅「小笠原諸島」   地質調査総合センター 

20 万分の１地質図幅「中津」   地質調査総合センター 

20 万分の１地質図幅「名古屋」   地質調査総合センター 

 



松本地域の地質   地質調査総合センター 

日比原地域の地質   地質調査総合センター 

海と陸の地球科学図   地質調査総合センター 

九州地質ガイド CD－ROM  地質調査総合センター 

海洋シームレス地質情報集「能登半島北部沿岸域」  地質調査総合センター 

燃料資源地質図「東部南海トラフ」  地質調査総合センター 

地質調査研究報告 Vol.61 No.1/2 2010～No.5/6 2010  地質調査総合センター 

伊良湖岬地域の地質  地質調査総合センター 

 

＜地震動＞ 

AFERC News  No.3～ No.7  活断層/地震研究センター 

松代群発地震資料報告 No.45                     松代地震センター 

東京大学地震研究所 彙報 

第 84 号 第 1冊・第 2冊 平成 21年（2009）     東京大学地震研究所 

地震観測報告 CD-ROM Ser.4 Vol.6 2008   気象庁精密地震観測所 

技術研究報告 2009年 No.15  東京大学地震研究所 

活断層・古地震研究報告 第 9号（2009年）  地質調査総合センター 

＜河川・砂防＞ 

山口大学産官学フォーラム 

平成２１年７月２１日 山口防府豪雨災害調査報告書  山口大学防府豪雨災害調査チーム 

 

＜農林＞ 

季刊 森林総研 第 7号  森林総合研究所 

森林総合研究所 研究報告   

No.407 Vol.7-No.2～No.408 Vol.7-No.3          森林総合研究所   
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西部地区自然災害資料センタ－運営委員会 
委 員 長 

  センタ－長・大学院工学研究院    教 授        善  功企 

 

委 員 

   大学院法学研究院          准教授    嶋田暁文 

      大学院人文学研究院         准教授    東口 豊   

      大学院理学研究院           教 授    廣岡 俊彦   

      大学院理学研究院           准教授    清川 昌一    

      大学院工学研究院           教 授        大塚久哲  

      大学院工学研究院               准教授        吉田明徳  

      大学院農学研究院           准教授    東 孝寛    

      大学院農学研究院           准教授    久保田哲也   

     大学院人間環境学研究院         教 授    前田潤滋    

      大学院医学研究院              教 授        端爪 誠   

      大学院総合理工学研究院       教 授     中島 秀紀     

      大学院システム情報科学研究院   准教授    柁川 一弘 

   大学院比較社会文化研究院      准教授    佐藤 廉也 

      応用力学研究所            准教授    市川 香    

   応用力学研究所            准教授    吉川 裕      

   芸術工学研究院         教 授    白石君男   

   芸術工学研究院         准教授    吉岡智和   

副センター長 

     大学院工学研究院           准教授    陳 光斉  

   センター主任 

 大学院工学研究院        助 教     笠間清伸 

  

西部地区自然災害資料センタ－ニュ－ス No.44 2011 年 3月 発行 

編集 西部地区自然災害資料センタ－ 

      センタ－長  大学院工学研究院 教 授     善 功企 

     副センター長  大学院工学研究院 准教授     陳 光斉 

                 主任  大学院工学研究院 助 教     笠間清伸 
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九州大学西部地区自然災害資料センタ－ 
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