
岡山県土木部防災砂防課

岡山県の土砂災害防止対策について

令和３年９月
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〇近年の土砂災害発生状況（全国） 令和３年３月末現在

１ はじめに （土砂災害の発生状況）

最新のものに！

直近10年（H23～R2）の土砂災害発生件数（年平均）は、それ以前の発生件数
と比較し約１．５倍に増加
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２ 令和２年 土砂災害発生状況 （全国）

岡山県４件
・人的被害なし
・人家被害なし
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３ 令和２年 ７月豪雨

〇7⽉3⽇から7⽉31⽇にかけて、⽇本付近に停滞した前線の影響で、暖かく湿った空気が継続して流れ込み、
各地で⼤⾬となった同期間の総降⽔量は、⻑野県や⾼知県の多い所で2,000ミリを超えたところがあり、九州
南部、九州北部、東海、及び東北の多くの地点で、24、48、72時間降⽔量が観測史上1位の値を超えた。

〇記録の残る主な⾃然災害の中で、⼟砂災害の発⽣が確認された都道府県が１番多く、発⽣件数においても
３番⽬であり、過去最⼤クラスの広域災害であった。

〇令和２年７月豪雨の概要
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４ 令和３年 ７月１日からの大雨による土砂災害
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５ 令和３年 ８月１１日からの大雨による土砂災害
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岡⼭県の近年の⼟砂災害
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〇岡山県 土砂災害発生状況

人的被害：負傷者０名
家屋被害：全壊１棟

① 津山市中北上(がけ崩れ)

③ 高梁市落合町近似（土石流） 災害関連緊急砂防事業により事業採択
【災害関連緊急砂防事業】

平成30年8月28日 事業採択

【工事概要】
・渓 流 名 陰地川
・位 置 高梁市落合町近似
・保全対象 人家３１戸

指定避難所（小・中学校）
県道 L=355m
市道 L=906m

・対 策 工 砂防堰堤 １基

【特定緊急砂防事業】
平成31年度新規(H31～H33)
【工事概要】

・対 策 工 渓流保全工 約 L=100m

おんじ

ちかのり

人的被害：負傷者１名
家屋被害：全壊１棟

一部損壊２棟

高梁中学校
（指定避難所）

高梁小学校
（指定避難所）

斜面崩壊地

被災家屋（全壊）

土砂氾濫区域

土砂災害警戒区域

計画砂防堰堤

（※）カッコ内は死者数

人的被害：負傷者０名
家屋被害：半壊等２棟

② 和気町佐伯(がけ崩れ)

土砂堆積高さ
土石流 134   2 (0) 40

急傾斜地 172 12 (3) 57

地すべり 9   0 (0) 3

合　計 315 14 (3) 100

土砂災害
発生数

人的被害
人数(※)

建物被害
戸数

●土砂災害件数 (治山災害等含む)

６ 平成３０年７月豪雨（岡山）
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② 新見市西方地内 太田川（土石流） 災害関連緊急砂防事業により事業採択

① 新見市西方地内 今井谷川（土石流） 災害関連緊急砂防事業により事業採択

家屋被害：全壊１棟・半壊２棟・一部損壊２棟

被災家屋（全壊）

土砂氾濫区域

土砂災害
警戒区域

計画砂防えん堤

家屋被害：全壊４棟・半壊３棟・一部損壊１棟

新見保育園

高梁川

土砂氾濫区域

土砂災害
警戒区域

計画砂防えん堤

JR新見駅

伯備線

被災家屋（全壊）

７ 令和元年９月豪雨

【災害関連緊急砂防事業】
令和元年9月30日 事業採択

【工事概要】
・渓 流 名 今井谷川
・位 置 新見市西方
・保全対象 人家60戸

市道L=317m
JR（伯備線等） L=235m

・対 策 工 砂防堰堤 1基

【特定緊急砂防事業】
令和2年度新規(R2～R4)
【工事概要】
・対 策 工 渓流保全工 L=113m

【災害関連緊急砂防事業】
令和元年9月30日 事業採択

【工事概要】
・渓 流 名 太田川
・位 置 新見市西方
・保全対象 人家60戸、保育所

市道L=1,057m
JR（伯備線等） L=218m

・対 策 工 砂防堰堤 1基

【特定緊急砂防事業】
令和2年度新規(R2～R4)
【工事概要】
・対 策 工 渓流保全工 L=207m
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熱海市の⼟砂災害を受けて
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８ 静岡県熱海市での土石流災害
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９ 国の対応
〇盛土による災害防止のための総点検の実施

〇作成時期の異なる基盤地図情報数値標⾼モデルを⽐
較して、盛⼟の可能性のある箇所を抽出

〇重点点検対象エリアとして、⼟砂災害警戒区域（⼟
⽯流）の上流部や⼭地災害危険地区の集⽔区域（崩
壊⼟砂流出）等を設定

〇重点点検対象箇所として、⼤規模盛⼟造成地を設定

〇重点点検エリア・重点点検箇所の
①各種法に基づく許可・届出資料等から確認できる
盛⼟

②国が抽出した盛⼟可能性箇所から推定される盛⼟
を抽出してナンバリング

総点検を実施

熱海市での⼟⽯流では上流部の盛⼟が被害を拡⼤させた原因とみられている

国

各都道府県
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１０ 岡山県の対応
〇市町村長の避難指示発令の判断を支援

熱海市での⼟砂災害発⽣時、市には⼟砂災害警戒情報が発表されていたが、避難指⽰は発令さ
れていなかった

⼟砂災害警戒情報発表(7/2 12:30)

⼟砂災害防⽌対策基本指針より
⼟砂災害警戒情報は、⼟砂災害からの避難にとっ
て極めて重要な情報であり、⼟砂災害警戒情報が
発表された場合は、市町村⻑は直ちに避難勧告等

を発令することを基本とする。

〇⼟砂災害警戒情報や⼟砂災害危険度情報
システムの活⽤について、市町村へ再周知

〇⼟砂災害警戒情報発表時に、各県⺠局の建設
部⻑から市町村⻑へ直接情報について連絡す
る砂防ホットラインの運⽤開始
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岡⼭県の⼟砂災害対策
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「⼟砂災害防⽌法（正式名︓⼟砂災害警戒区域等における⼟砂災害防⽌対策の推進に関する法律）」
（平成１２年法律第５７号）

【警戒避難体制の整備】
土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域

【開発行為に対する許可制など行為規制】

○×

【目的 第１条】
・土砂災害のおそれのある区域を明らかにし、

警戒避難体制の整備を図る。
・著しい土砂災害のおそれのある区域において、

一定の開発行為の制限、建築物の構造規制等、
必要な措置を図る。

土砂災害から
国民の生命及び身体を保護する

１１ 岡山県の取り組み （ソフト対策：土砂災害警戒区域等の指定）

➢ 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】

➢ 特定開発行為に対する制限【県】
➢ 建築物の構造規制【県または市町村】
➢ 建築物の移転等の勧告【県】

土砂災害から住民等の生命・身体を守るためのソフト対策として、土砂災害防止法に
基づく土砂災害警戒区域等の指定を実施している。
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○土砂災害警戒区域等の指定状況

１２ 岡山県の取り組み （ソフト対策：土砂災害警戒区域等の指定）

平成２７年度までに、土砂災害警戒区域の指定は概ね完了。（令和３年７月末現在 １２，７０４か所）

令和元年度で、土砂災害特別警戒区域の指定に向けた１巡目の基礎調査を完了し、令和３年度で

特別警戒区域の指定を終える予定である。（令和２年度追加区域指定数：４，３６４か所）

令和３年７月３１日現在

（Ｙ）区域 （Ｒ）区域 （Ｙ）区域 （Ｒ）区域 （Ｙ）区域 （Ｒ）区域 

岡山市北区 959 819 倉敷市 612 382 津山市 662 522

岡山市中区 70 55 総社市 391 341 美咲町 532 452

岡山市東区 299 217 早島町 11 10 鏡野町 524 472

岡山市南区 159 141 笠岡市 460 342 久米南町 101 79

玉野市 378 262 井原市 599 540 真庭市 1,406 1,152

瀬戸内市 122 62 浅口市 173 139 新庄村 69 44

吉備中央町 346 304 里庄町 20 14 美作市 915 650

備前市 549 414 矢掛町 237 183 勝央町 34 26

赤磐市 479 339 高梁市 1,163 990 奈義町 66 45

和気町 247 220 新見市 1,025 868 西粟倉村 96 70

　　土砂災害警戒区域（Ｙ） 12,704

　　土砂災害特別警戒区域（Ｒ） 10,154
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土砂災害発生危険基準線(CL)
（災害履歴等をもとに設定）

土壌雨量指数（長期降雨指標）

土砂災害警戒
情報発表

危険度大

実況１ 時間前

２ 時間前

３ 時間前 １ 時間後予測

２ 時間後予測

スネークライン
危険度小

60
分
間
積
算
雨
量

（短
期
降
雨
指
標
）

・・・2019年までの10年間における全国の
土砂災害警戒情報の的中率（気象庁による）

土砂災害警戒情報の発表基準線
（ＣＬ ： クリティカルライン）

１３ 岡山県の取り組み （ソフト対策：土砂災害警戒情報）

降雨による土砂災害の危険が高まったときに市町村長が避難指示を発令する際の判断を支

援するため、県と気象台が共同で土砂災害警戒情報を発表。

R3年度、発表基準線を改訂予定
（近年の降雨記録や災害記録等を反映）

〇課題 2 ： 的中率 ４．７％

〇課題 1 ： 避難指示行動 ２％弱

・・・R3.7.7～9 県内６市町村（津山市、美作市、

笠岡市、鏡野町、奈義町、西粟倉村）が避難指示
発令（約7,200人対象）に対して、指定避難所を
訪れた人数（120人）の割合。

⇒避難指示を出しすぎることで、緊急性が薄まりかねない。
（地質や土質定数の反映など、今後の精度向上に期待）

⇒正常性バイアスが生じている？
（県民へ「命を守る３つのポイント」を県HPやラジオで周知）

※「命を守る３つのポイント」・・・
①土砂災害警戒区域かどうか確認！（事前準備）
②気象情報に注意！（雨の降り始め～）
③土砂災害警戒情報が出たら全員避難！（避難の徹底）
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土砂災害警戒情報を補足する情報として、地域の

詳細な土砂災害発生の危険性を示すものとして、

「土砂災害危険度情報」を一般に公開。

○ＨＰアドレス

http://www.d‐keikai.bousai.pref.okayama.jp/pc/
※降雨予測や土砂災害の危険度をリアルタイムに

確認することが可能
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１４ 岡山県の取り組み （ソフト対策：土砂災害危険度情報）

雨量判定図

警戒ﾚﾍﾞﾙ２
相当 基準線

土砂災害発生危険
基準線（CL基準線）

警戒ﾚﾍﾞﾙ３
相当 基準線

１５ 岡山県の取り組み （ハード対策）
○土砂災害危険箇所の施設整備状況 ⼟砂災害防⽌対策の取組

⻑寿命化計画の取組
岡山県砂防関係施設長寿命化計画に基づき、長期にわた

り施設の機能及び性能を維持・確保することを目的として、
旧基準により整備した箇所の改築などを的確に実施。

(砂)上今川（美咲町）
【点検結果】
・天端幅現行基準未満
・前庭保護工未設置（一部洗堀あり）

【工事概要】
・対 策 工

本体工下流腹付ｺﾝｸﾘｰﾄ
前庭保護工設置

かみいま

天端幅：2.0m
※現行基準

3.0m以上

【整備事例】 吉井川水系 砂防事業

岡⼭県の砂防関係事業費の現状
激甚化・頻発化が懸念される、土砂災害対策をより

重点的に推進するため、 国の補助等を活用しつつ、

砂防関係事業を推進。

令和３年度事業費 ： ２０億円
令和２年度比約マイナス30％増

（国の当初配分ベース）

配分は増加傾向であるが、ピーク時の約３割

土石流
６，４４１ ３，０１９

９３４ ３０．９％ ２，０８５

急傾斜地 ５，３６０ ２，４７５ ５５８ ２２．５％ １，９１７

地すべり １９８ １９８ ７１ ３５．９％ １２７

　計 １１，９９９ ５，６９２ １，５６３ ２７．５％ ４，１２９

　　　危険箇所数 R2までの
整備済
箇所数

R2末
整備率

残要対策
箇所数うち要対策

箇所数

全国６位 全国６位

近年土砂災害が発生した箇所や緊急輸送道路等がある
箇所など、緊急性の高い箇所からハード対策を重点的
に対策を実施。 → 令和３年度：80箇所（予定）

「防災・減災、国土強靭化のための５か年加速化対
策」として、上記のうち70箇所で砂防堰堤等の整備な
ど、令和７(2025)年度までに実施。

○５か年加速化対策事例

荒神堂川（備前市）
【保全対象】

人家：280戸
国道２号（第一次緊急輸送道路：17,887台/日）
JR赤穂線・備前片上駅
公共施設：大東自治公民館（指定避難所）

【工事概要】
砂防えん堤１基、渓流保全工

※この他にも、土砂災害に対して危険な箇所が多く残っている。

土砂災害警戒区域

至 姫路 こうしんどう

JR山陽新幹線

至 姫路

人家280戸

大東自治公民館
（指定避難所）
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１６ 岡山県の地すべり

地すべり防⽌区域

〇岡⼭県の地すべり危険箇所は198箇所
で全国で20位

〇全国的には新潟県(860箇所)や⻑野県
(1,241箇所)など北陸地⽅に多く分布

〇県内の地すべり防⽌区域は７９地区
〇県⻄部（⾼梁市）の成⽻層群分布域に
指定地が集中している

〇成⽻層群の特徴としては、炭質層の
せん断破壊が進み脆い状態となり、
すべり⾯を形成する

岡⼭県の地すべり防⽌区域の分布
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１７ 岡山県の地すべり対策工事

〇岡⼭県では現在８地区の地すべり防⽌区域で対策⼯事・観測業務を実施中
〇他の箇所では、新たな地すべりの動きは確認されておらず、当⾯、地すべり
地区を新規指定する予定なし

〇岡⼭県では、⼭あいに集落や道路が形成されることが多く、それらを勘案し、
抑制⼯の１つである排⽔ボーリング⼯を多く採⽤している

〇さらに必要に応じて、抑⽌⼯の１つであるアンカー⼯による追加対策を実施

例）排⽔ボーリング⼯（⾼梁市下平地区） 例）アンカー⼯（⾼梁市⼩⾓地区）
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『昔から住んでいるが、これまで一度も土砂災害に遭ったこと
がないから大丈夫だ』・・・

一度も土砂災害に遭っていないから安全なのではなく、
一度も土砂災害に遭ってないからこそ危険という意識が必要！

最後に

避難単位
国土交通省河川局砂防部砂防計画課作成資料

90%

5%
5%0%

10年以内

11～20年前

21～30年前

不明（96年以上

10年以内

11～20年前

21～30年前

不明（96年以上前）

約100年前･･･

人的被害発生箇所における
過去の災害発生履歴
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ありがとうございました

みんなで
ふせ

防 ご う
ど し ゃ さ い が い

土砂災害

岡山県土木部防災砂防課 23


