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第１３回 関東地方整備局「砂防関係工事安全施工研究発表会」

プ ロ グ ラ ム
・日 時： 平成24年2月10日(金) 13時～16時40分

・場 所： 関東地方整備局5F共用大会議室501

・主 催： 日光砂防事務所安全対策協議会・富士川砂防安全対策協議会

渡良瀬川工事安全協議会 ・利根川水系砂防安全対策協議会

１３：００ 開 会

主催者代表挨拶 利根川水系砂防安全対策協議会 会 長 西 真佐人

来 賓 挨 拶 国土交通省水管理･国土保全局砂防部保全課 課長補佐 吉野 睦

審査委員紹介

審査委員長 国土交通省関東地方整備局企画部 総括工事検査官 河田 博之

審 査 委 員 国土交通省関東地方整備局河川部 河川情報管理官 佐々木 春喜

〃 独立行政法人土木研究所 土砂管理研究グループ長 小山内 信智

〃 (社)群馬県建設業協会 会 長 青柳 剛

〃 第12回砂防関係工事安全施工研究発表会最優秀賞受賞者 滝川 正樹

〃 日光砂防事務所安全対策協議会 会 長 光永 健男

〃 富士川砂防安全対策協議会 会 長 西井 洋史

〃 渡良瀬川工事安全協議会 会 長 八木 裕人

〃 利根川水系砂防安全対策協議会 会 長 西 真佐人

１３：２０ 研 究 発 表 ① 「H22田代第四床固工工事における安全対策について」
（利根川水系砂防 推薦） 渡辺建設株式会社 黒岩 久永

１３：４５ 研 究 発 表 ② 「H23華厳上流工事用道路工事における安全対策について」
（日光砂防 推薦） 河本工業株式会社 中村 純一

１４：１０ 研 究 発 表 ③ 「木挽崩沢崩壊地対策工事における安全対策について」
（富士川砂防 推薦） ライト工業株式会社 玉尾 由享

１４：３５ 研 究 発 表 ④ 「Ｈ22松木山腹(キャン沢)工事における安全対策について」
（渡良瀬川 推薦） 株式会社浜屋組 柳田 勝好

１５：００ 研 究 発 表 ⑤ 「砂防（集水井）工事における安全対策について」
（埼玉県 推薦） 株式会社山口組 久保 晋治

１５：２５ 休 憩 （10分間）

１５：３５ 特 別 講 演 「大規模土砂災害の教訓」～東日本大震災・台風12号を振り返って～
(社)全国治水砂防協会 理 事 長 岡本 正男

１６：１５ 審査結果発表 審 査 委 員 長 国土交通省関東地方整備局企画部
総括工事検査官 河田 博之

１６：２０ 表 彰 式 利根川水系砂防安全対策協議会 会 長 西 真佐人

１６：３０ 講 評 審 査 委 員 国土交通省関東地方整備局河川部
河川情報管理官 佐々木 春喜

１６：３５ 閉 会

・受付：１２：２０～１３：００

・幹事：利根川水系砂防工事安全対策協議会（関東地方整備局 利根川水系砂防事務所）

kt710850
タイプライターテキスト

kt710850
タイプライターテキスト

kt710850
タイプライターテキスト

kt710850
タイプライターテキスト

kt710850
タイプライターテキスト

kt710850
タイプライターテキスト

kt710850
タイプライターテキスト

kt710850
タイプライターテキスト

kt710850
タイプライターテキスト

kt710850
タイプライターテキスト

kt710850
タイプライターテキスト

kt710850
タイプライターテキスト

kt710850
タイプライターテキスト

kt710850
タイプライターテキスト
１

kt710850
タイプライターテキスト

kt710850
タイプライターテキスト

kt710850
タイプライターテキスト

kt710850
タイプライターテキスト

kt710850
タイプライターテキスト

kt710850
タイプライターテキスト

kt710850
タイプライターテキスト

kt710850
タイプライターテキスト

kt710850
タイプライターテキスト

kt710850
タイプライターテキスト

kt710850
タイプライターテキスト

kt710850
タイプライターテキスト

kt710850
タイプライターテキスト



H22田代第四床固工
たしろだいよんとこがためこう

工事
こ う じ

における安全
あんぜん

対策
たいさく

について 

 

           渡辺建設株式会社 H22 田代第四床固工工事 

        （工期：23 年 2 月～24 年 1 月） 

                           

            監理技術者 黒岩
くろいわ

 久永
ひさなが

              

  キーワード「玉石吊り上げ装置の開発」「異常出水対策」「地域コミュニケーション」 

 

１．はじめに 

 本工事は、吾妻川本川の最上流部にあたる田代床固群において、最上流部に計画された第四床固の

本体・垂直壁・側壁・水叩き・魚道及び護岸についての施工を行うものです。 

床固本体工の水通し部及び魚道工部には、φ500 の自然石を用いて石張りの施工を行い、垂直壁工・

側壁工・護岸工においては、φ300 の自然石を用いて石積み・石張りの施工を行うものです。 

  １）工事概要 

   工 事 名 ：H22 田代第四床固工工事 

   工 事 場 所 ：群馬県吾妻郡嬬恋村大字田代地先 

   工 期 ：平成 23 年 2 月 8 日～平成 24 年 1 月 16 日 

   工 事 内 容 ：流路 1 式 

            砂防土工 1 式       掘削土量     10,000m3 

                        床固工 1 式                コンクリート量  約 2,600m3 

            流路護岸工 1 式           床固本体工    高さ 4.5m 

            流路付属物設置工 1 式               延長 61.0m 

            管理用道路工 1 式           

            仮設工 1 式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真－1 完成時 現場全景 図－1 平面図 
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２．玉石吊り上げ装置の開発 

２．１ 開発の経緯 

 本工事において、着工前にリスクアセスメントを行った結果、φ 

500 の玉石（重量＝約 180 ㎏）を取り扱うことによる飛来落下のリ 

スクが高いと見積もりました。 

 従来この様な作業は、ワイヤーやワイヤーモッコ等を使用し設置 

箇所までの搬送を行っていました。しかし、天然玉石のような不定 

形な物ではワイヤー等による吊り込みでは支持が困難なため、吊 

り荷の落下が考えられます。また、ワイヤーモッコによる搬送に 

おいても、このような重量物であると設置箇所までの小移動を人力で行うのは困難です。そこで本工 

事では安全で効率よく玉石を吊ることはできないかと考え、写真－2 の玉石吊り上げ装置を独自に開 

発しました。 

この装置は平成 23 年 9 月 16 日に特許出願済みです。（出願番号 特願 2011－202571） 

 

２．２ 玉石吊り上げ装置の詳細 

 この装置には、2 つの特徴があります。 

２．２．１ 装置の形状 

 この装置は、ハサミのようにＸ型になっていて、クレーン等で 

の吊り作業時に吊り上げると先端部が閉じ、地面に下ろすと先端 

部が開きます。先端部の各爪部は 2 箇所を屈曲させ、玉石を包み 

込む形状にしています。また、各爪部は凹んだ形状とし、図－2 

のように最低 3 箇所以上で玉石を支持して挟みます。最低 3 箇所 

以上支持されることから、玉石自体が回転・ズレ等がなくなり、 

吊り荷が安定し落下することなく設置箇所まで搬送することがで 

きます。さらに、吊り上げ作業を行った時、玉石の表面がほぼ露 

出しているので写真－3 のように洗浄作業も容易にでき、玉石に 

付着した不純物を取り除くことができます。 

２．２．２ 挟まれ防止装置 

 開閉作業時、安全に作業できるように図－3 のようにストッパ 

ーを 2 箇所設け、本体に隙間が確保されるよう工夫しました。 

 また、玉石を設置箇所まで搬送した後、開閉動作を仮固定させ 

るために上部と下部をチェーンで固定し、吊り荷作業以外の時は 

開放状態になり、安全状態で次工程に移れ、装置と玉石との間で 

の挟まれを防止できます。 

 

 

写真－2 玉石吊り上げ装置 

図－2 玉石吊り上げ装置 

図－3 指挟まれ防止装置 

写真－3 玉石洗浄状況 

②  ③  

①  
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 ２．３ 玉石吊り上げ装置での施工  

本工事では、床固本体工水通し部で約 200 個、魚道工で約 1400 個、計 1600 個のφ500 の玉石によ

る石張りの施工を行いました。この装置を使用することで、1 個として飛来落下もなく、手足元の挟

まれ事故等もなく安全に作業を完了することができました。 施工中、「ワイヤーだといつ落ちるか心

配だけど、これは吊り荷の落下の心配なく、設置箇所の近くまで玉石がくるのでよかった。」と石工さ

んからコメントを聞き、安全に作業できることを確認しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．異常出水の安全対策 

３．１ 現場条件 

 近年集中豪雨による事故は多々起きえます。本工事箇所は吾妻川本川の最上流部であるため、その

リスクは比較的高い条件にあります。また、施工箇所は高原野菜キャベツの生産地で有名な嬬恋村で

あり、上流にも雄大なキャベツ畑が一面に広がっており、そのキャベツ畑に集中豪雨が発生すると一

気に吾妻川に雨水が流れ込んでしまいます。 

 さらには、本工事 1 ㎞上流には東京電力取水口があり、放流をすると毎秒 5ｔの水が、雨が降らな

くても上流の吾妻川に流れ込みます。そのため、この 2 つの条件による急激な増水をいち早く感知す

る必要がありました。 

３．２警報センサーの設置 

 そこで、本工事では雨量の計測による作業中止基準だけでなく、仮締 

切の通水断面内に水位警報センサーを設置し、作業中止基準を設けまし 

た。これにより、2 つの条件をクリアすることが可能になりました。 

 雨量計については、本工事で作業一時休止基準を設けました。 

時間雨量 10 ㎜以上・24 時間雨量 50 ㎜以上を雨量計測器が感知する 

と、警報出力ユニットを経由し、回転灯及びサイレンが作動します。 

 

 

 

 

  

 

写真－4 玉掛け状況 写真－5 吊り込み状況 写真－6 荷下ろし状況 

写真－7 警報センサー ・警報出力ユニット・雨量計測器 ・回転灯、サイレン・転倒マス型雨量

図－4 雨量計による警報センサー 
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 水位計については、水が電流を流す性質を利用し、仮締切内に設置した水位計に長い鉄棒と短い鉄 

棒を設け、水位が上昇し短い鉄棒に水が触れた時、電流が流れる仕組みになっています。本工事では、 

水位が仮締切の通水断面の 70％に達した時に回転灯及びサイレンが作動します。 

 

 

 

 

 

 

 

この警報センサーは雨量計を青、水位計を赤で色分けをしました。新規入場者教育時に警報センサ 

ーのことを周知し、避難訓練を実施した時に作動確認を行いました。その結果、本工事期間中に発 

生した夕立による集中豪雨時においても速やかに避難することができました。 

４．地域とのコミュニケーション 

 本工事では、工事場所に隣接する田代橋付近に現場を一望できる見学台を設置しました。見学台に 

は、地域住民の人々が多く訪れ、現場の様子また建設機械の稼働を見ていました。近所には小さい子 

供達が多く、建設機械が動いているのを見て「ガー・ガー」と言いながら喜んでいる姿をよく見かけ 

ました。見学台までの通路をスロープにつくりベビーカーや、車いすでも見学できるようにバリヤフ 

リーにしました。スロープには滑り防止マットを敷き、安全に見学して頂く工夫もしました。また、 

工事に従事している全ての者が、みんなに見られていることから、「安全作業で工事を進めよう」「整 

理整頓に心掛けよう」「この子供達が安心に暮らせる砂防施設を造ろう」と日々努力を重ねました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．おわりに 

 当初課題であった飛来落下事故も玉石吊り上げ装置の開発により無事故無災害で工事を完成するこ

とができました。これからも地域住人の方々とコミュニケーションを図りつつ、安全に対する意識を

高め、協力業者とともにより一層努力していきたいと思います。また、土砂災害から暮らしを守る砂

防施設をつくり、見学台に訪れる子供達や日本の子供達が笑顔で暮らせるように少しでもお手伝いが

できれば幸いと思っています。 

図－6 社内女性部安全パトロール時 

における女性社員による現場イラスト 

写真－9 見学台 
写真－10 ベビーカーでの見学

写真－8 水位計設置 図－5 水位計による警報センサー 
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H23 華厳上流工事用道路工事における安全対策について 
 

 河本工業株式会社  H23 華厳上流工事用道路工事    
（工期：平成 23 年 6 月 21 日～平成 24 年 3 月 20 日） 
 

                       現場代理人 中村 純一   
 

 

キーワード「ダム放流時おける安全対策」「施工中の安全対策」「オイル流出防止対策」 
 

１．はじめに 

 工事箇所は、日本三大名瀑である「華厳の滝」下流約１ｋｍに位置し、周辺には紅葉の名所である

「いろは坂」を有する国道１２０号線が走行しており、この 2 つの観光名所に囲まれた華厳渓谷上流

に位置している。また、工事区間は、両岸傾斜ともに急峻な斜面であり、所々に斜面崩壊や岩盤崩壊

が見られ、河床には斜面崩壊に伴う巨礫が多く堆積している。 

 本工事は、この華厳渓谷約１ｋｍ区間に、華厳上流床固群(４基)を今後施工するための工事用道路

（古河日光発電㈱馬道発電所の取水ダムを上越しする桟橋）を架設する工事である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事位置写真 

第二いろは坂 

一方通行登り線 

第一いろは坂 

一方通行下り線 

工事箇所 

工事用道路 

古河日光発電㈱馬道発電所

現場出入口いろは坂最終48ｶｰﾌﾞ「ん」の先 

※いろは坂分岐（馬返し）から約1ｋｍ 

明智平 

中禅寺湖 

華厳の滝 
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２．工事の安全対策 

 （１）「ダム放流時における安全対策」 

通常砂防工事は、土石流対策として土石流センサー等を設置するが、当工事箇所においては、

砂防ボランティアによる現地踏査及び所見から、流域面積等が狭いため、土石流センサーの必要

性は、無いとのことであった。しかしながら、上流約１ｋｍ先にある中禅寺ダムからの放流水量、

工事箇所に隣接する古河日光発電㈱馬道発電所取水ダムの放流水量が、施工を多大に妨げる懸念

があることから、中禅寺ダムの放流連絡網設置並びに、古河日光発電㈱馬道発電所取水ダムの落

雷等による停電時に伴う警報センサーの設置を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  台風 12 号に伴う、中禅寺ダム放流(114ｔ/s)     通常作業時、中禅寺ダム放流(4ｔ/s) 

   取水ダムは通常３系統ある放流口の内１系統 

  で放水を行っており、他２系統は締切った状態 

  であり、この時期を利用して桟橋を施工するた 

  め、停電等により、ダムの取水量が変化すると 

  作業中に多大な影響がある為に、警報センサー 

  を設置した。上記の中禅寺ダムの放流連絡網設 

  置及び警報センサーの設置に伴い、非常時にス 

  ムーズに避難するための手順書を作成して、現 

  場関係者全員に周知させている。 

                           発電所停電に伴う、警報装置設置 

  

                           

 

 

 

 

 

     中禅寺ダム放流連絡網による手順書       発電所停電に伴う対応手順書 

警報ｽﾋﾟｰｶｰ 

周知看板 
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 （２）「施工中の安全対策」 

国土交通省の平成２３年度重点的安全対策は、下記の２項である。 

【Ⅰ架空線等の損傷事故防止】 

【Ⅱ足場・法面等からの墜落事故防止】 

この重点的安全対策について、 

【Ⅰ架空線等の損傷事故防止】として、工事用道路には架空線の横断箇所が数箇所あるため、

この対策として、高さ制限柵を設置し、かつ、注意喚起旗も併設している。 

また、【Ⅱ足場・法面等からの墜落事故防止】として、河川と２,３ｍ段差のある路肩があるた

め、頑丈なＨ鋼ガードレールの設置を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     高さ制限柵及び注意喚起旗設置          Ｈ鋼ガードレール設置 

施工箇所は、幅６ｍと狭い桟橋道路上での作業となるため、覆工板に白線を設置することで識

別し、常に作業床を有効に活用するため、白線で安全通路を確保出来るようにした。 

また、施工箇所においては、常に６５ｔクローラークレーンが動作している状態であり、クレ

ーンの脇を通行する際の安全性にリスクがあるため、回転灯とベルを併用した運転手への合図装

置を設置し、リスクの低減を図っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     白線による安全通路明示           回転灯・ベルを併用した合図装置 
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さらに、工事用道路は急峻な 

斜面に沿う区間が多く、落石対 

  策として、法尻に大型土のうを 

  設置して落石防護を行っている。 

  また、多く鋼材を仮置きして 

  いるため、盗難防止対策として、 

  警報センサーを設置している。    大型土のう設置       警報センサー設置 

 

 （３）「オイル流出防止対策」 

工事箇所は、日光市内を流れる大谷川の最上流であり、オイル流出による影響は多大であると

考えられ、これを防止する対策として、施工箇所においては大型機械が入る大型鋼製トレイを設

置してオイル流出防止を行っている。さらに、このトレイに溜まった雨水を専用ドラム缶に汲取

りを行い、油水分離槽があるガソリンスタンドで、排水処理している。 

 

 

 

 

 

 

   大型鋼製トレイ設置        雨水汲取状況         排水処理状況 

また、工事箇所下流には、オイルフェンスを常時設置し、かつ、大谷川関連他工事との緊急事態

における協力支援体制連絡会を設置して二重、三重の対策を施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

      オイルフェンス設置          大谷川関連工事緊急事態協力支援連絡網 

 

３．おわりに 

砂防工事は、特に自然環境に左右される、リスクが大きいと思います。 

本工事は、この自然環境を踏まえた上で、労働災害の３大対策（物的対策・人的対策・管理的対策）

を実施することでリスクの低減を図り、安全な環境を整備していきたい。 

感知器 

大型鋼製ﾄﾚｲ 

オイルフェンス
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木挽崩沢
こびきがれさわ

崩壊地
ほう か い ち

対策
たいさく

工事
こ う じ

における安全
あんぜん

対策
たいさく

について 

 

ライト工業株式会社 Ｈ２２木挽崩沢崩壊地対策工事   

（工期：平成２２年８月２４日～平成２４年３月３０日） 

 

○現場代理人  玉尾
た ま お

 由
よし

享
ゆき

   

監理技術者  伊藤
い と う

 光
みつ

伸
のぶ

   

キーワード：「法面工事」「墜落・転落災害の防止対策」「落石災害の防止対策」 

 

１．はじめに 

当工事は、富士川の支流である早川左岸の崩落した斜面の拡大と浸食を抑制する工事である。早川

流域は、糸魚川－静岡構造線が縦断し、断層が多いことから岩盤には亀裂が多く、風化作用を受けて

いるため極めて脆い地質構造となっている。その中でも木挽崩沢はその名の通り、大小の崩壊地が数

多く点在している沢であることから、洪水の度に大量の土砂を流出していた。 

当工事は、崩壊地の不安定土塊を取り除き、植生マット工、密着型覆式落石防止網工を施工する法

面工事であることから、当現場で実施した「墜落・転落災害の防止対策」、「落石災害の防止対策」に

ついて述べる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１．木挽崩沢崩壊地 写真２．着手前（対岸より撮影） 

現場 

図１．富士川流域図 

・富士川砂防事務所 
・早川出張所 

図２．仮設備位置図 

現場 

早
川 
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２．工事概要 

当工事の工事概要は以下のとおりである。 

工事場所：山梨県南巨摩郡早川町奈良田地先 

工事内容：斜面対策工 

   砂礫掘削工（高所法面掘削機）   2,770ｍ３ 

   植生マット工           2,750ｍ２ 

密着型ネット工          1,760ｍ２ 

   モノレール工（500kg 級）      1,357ｍ 

   ケーブルクレーン工（支間長 840m）  1 基 

 

３．墜落・転落災害の防止 

３－１．作業通路と仮設ステージの設置 

当工事の現場内移動は、傾斜のある滑りやすい崩壊地の法肩を歩いて移動することとなるため、法

肩からの墜落・転落災害の危険性が高い。その危険を取り除くために、安全に歩くことのできる法肩

作業通路（写真３）を設置した（法肩延長約 150ｍ、高低差約 50ｍ）。法肩作業通路は、角度調整がで

き、軽量で組立が容易な「ラク２タラップ」（ＮＥＴＩＳ）を採用した。 

 

 

 

 

 

 

 

また施工範囲下方には、移動の際安全に親綱の掛け替えが可能となる作業通路と、資機材をストッ

クすることができる仮設ステージを設置した（写真４）。 

 

 

 

 

 

 

 

これらの作業通路の設置により、法肩からの転落事故、親綱の掛け替えによる転落事故を防止でき

たが、通路が狭いために作業員同士のすれ違いが困難であることが判明し、通路の数か所にすれ違う

ためのスペースを設置した。その結果、作業員の現場内での移動がスムーズに行なえたことから、安

全性の確保と作業の効率化を達成することができた。 

図３．平面図 

ﾓﾉﾚｰﾙ 

写真３．法肩作業通路（左：全景 中：崩壊地上部より下流側 右：崩壊地上部より上流側） 

写真４．施工範囲下の作業通路と仮設ステージ（左：全景 中：作業通路 右：仮設ステージ） 

作業通路

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ 

植生マット+ラス張り工 

植生マット+密着型ネット工
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３－２．親綱の切断対策 

 法面工事においては親綱の使用は必要不可欠であり、その親綱が地山等との摩擦によって切断する

ことのないような対策を行う必要がある。そこで、当工事では単管パイプを使用したスレ防止柵（地

山とのスレ防止）の設置、親綱と単管パイプの接触部の養生、親綱の番号管理を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

写真５．親綱の切断対策（左：スレ防止柵設置  中：接触部の養生  右：親綱の点検実施状況） 

 親綱の番号管理は、番号を付けた各親綱に対し作成した「親 

綱点検チェックリスト」（表１）を用いて使用前に点検すること 

とし、確実に安全確認を実施した。また、点検の有無が目視で 

確認できるよう親綱に洗濯バサミを利用したタグ（番号札）を 

取付け、点検前は親綱にぶら下げ、点検後は親綱に固定すると 

いうルールを作り、作業員に作業前のチェックリスト確認を周 

知した。これにより点検漏れの確認が誰にでも可能となり、点 

検の重複による作業時間の損失防止にも役立った。つまり「目 

に見える安全管理」を行うことができた。作業員にも点検した 

親綱が一目でわかり、安心して作業をすることができた。 

３－３．親綱の２本使い 

 当社では平成２３年度より、法面作業において「親綱の 

２本使い」を安全ルールとしている。そのルールを作業員 

全員に周知するため、ポスター（写真６）を現場に掲示し、 

親綱の２本使いを徹底した。 

しかし、法面の上部で親綱を２本使用して作業すると動作が制約されることが判明した。これを改

善するために、法面の上部では補助ロープをセーフティーブロック（写真８）に代用して作業を行な

った。その結果、施工範囲内において動作を制約されることなく作業を行うことができた。 

 

 

 

 

 

表１．親綱点検チェックリスト 

写真６．親綱２本使いのポスター 写真８．セーフティーブロック 写真７．親綱２本使い実施 

点検後 

点検前 

タグ 

親綱の 

番号管理 
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４．落石災害防止対策 

４－１．高所法面掘削機による不安定土塊の除去 

 当現場の法面はクラックを含んだ不安定な岩塊が多く存在し、凍結融解等が原因で崩落が常時発生

していた。そのため、当初設計の人力整形では取り除けない岩塊があること、不安定な土塊の下に立

ち入っての作業となることから予期せぬ土砂崩落に巻き込まれる危険が考えられるため、高所法面掘

削機（ラジコン仕様）により不安定土塊を除去する方法に発注者と協議し変更した。その結果、落石

による事故を防止することができた。また、重機の墜落事故を防止するため、事前に立木アンカーの

強度試験を行ない、安全性を確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

４－２．３Ｄスキャナーによる測量 

高所法面掘削機による掘削を行うにあたり、掘削土量を算出するためには横断測量が必要となる。

しかし、施工箇所は不安定土塊が多く、掘削前の斜面に測量員を入れることは落石による事故を生じ

る危険があることから、崩壊地に立ち入らずに測量を行う方法として３Ｄスキャナー（国土地理院２

級Ａトータルステーション相等）を用いた測量を採用した。 

これにより、落石災害を生じることなく測量作業が可能と 

なった。 

 

 

 

 

 

 

 

５．おわりに 

以上が当工事で実施した安全対策である。崩壊地対策工事という危険な箇所での施工であるが、工

事関係者全員が一丸となって安全を第一に考えて取り組んだ結果、現在まで無事故で工事を進めるこ

とができた。特に高所法面掘削機と３Ｄスキャナーは崩壊地へ立入らずに施工が可能であることから、

今後の崩壊地工事において有効な手法であると言える。最後に、工事の施工にあたり富士川砂防事務

所 早川出張所の皆様、建設監督官、安全対策協議会早川支部の皆様のご指導に深く感謝し、残りの

工事を無事故無災害で遂行することを誓う。 

写真１１．３Ｄ測量状況 

写真９．ラジコン操作による砂礫掘削状況 写真１０．立木アンカー強度試験 

図４．３Ｄ測量結果 

掘削前

掘削後

ラジコンオペレーター 
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         H22 松木山腹(キャン沢)工事における安全対策について 
 
                株式会社浜屋組 H22 松木山腹(キャン沢)工事 
              工期：平成 23 年 2 月 16 日～平成 24 年 3 月 30 日） 

○現場代理人 柳田 勝好 
監理技術者 高橋 澄夫 
 

  キーワード「機械関連災害」「墜落・転落災害」「健康管理」

１．はじめに 
本工事施工箇所は、渡良瀬川の源流をなす松木川、久藏川、仁田元の 3 支流が合流する足尾砂防堰

堤下流の渡良瀬川左岸の斜面に位置します。足尾地区は、煙害、山林火災、過度の薪炭利用などが重

なり、広範囲にわたって裸地化が進行しました。そのため、度重なる土砂の流出により、下流平野に

おける洪水氾濫が頻発するに至っています。 
今回の工事は、斜面からの土砂の流出を抑え、将来的に、緑化や斜面そのものの崩壊抵抗力を高め

る為の、山腹基礎工事です。 
現場位置図 

 

２．工事概要 
 工 事 名  H22 松木山腹(キャン沢)工事 
 工事箇所  栃木県日光市足尾町地先 
 工 期  平成２３年２月１６日～平成２４年３月３０日  
 工事内容   
       山腹基礎工１式（掘削工 1,110ｍ3、作業土工１式、整形仕上げ工 960ｍ2、 

間伐材擁壁工 281ｍ） 
       法面対策工１式（落石防止網工 2100ｍ2） 
       法面工  １式（土壌菌吹付工 6600ｍ2） 
       仮設工  １式（ケーブルクレーン１基、モノレール１基、ヤード整備１式） 
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３．安全対策について 
   当現場において実施した安全対策について 
   今回の工事は、急峻な岩場で極寒期施工となり、作業環境が非常に厳しいので、特に設備対策 

（ハード面）に留意しました。 
3.1 機械の稼働に関した事故防止 
   当作業所の主な使用機械として、ケーブルクレーン、モノレール、バックホウ等が挙げられます。 

 それらの安全対策として、下記の事項に取り組みました。 
１） ケーブルクレーンによる事故防止対策 

ケーブルクレーンの事故の特徴として、過巻によるワーヤー断裂、吊荷の落下による人身事故等

これらの重大事故防止に着目し検討しました。 
・定期点検（１カ月毎に高度技能者による点検）、作業開始前（運転者による点検）の点検をチェ

ックシートに基づきウインチ、ワイヤー、滑車等の点検行います。 
・ケーブルクレーンを自動操作式（過巻防止装置付）にし、テレビモニターを設置して、目視と合

図者からの無線連絡による音声のＷチェックによる安全作業を行っています。 
また、運転操作室を設け機械の騒音を低減させ、確実に音声が確認できるようにし、室内には、

ストーブを設置し、寒さでの手足の麻痺を防ぎ、運転者の誤操作を予防しています。 
・ケーブルクレーン通過ラインを明示し、誘導員を配置して、吊荷直下の人払いの徹底を行います。 
・土砂ホッパーの吊具をダブルシャックル（2 本掛け）にし、落下事故を防止します。 
・過積載防止のため、クレーンの定格荷重と材料の重量を明示し、一目で吊荷数量が、確認できる

様にします。 
・作業中止基準を定めます。（気象条件、異常時等） 
 
 

            
      自動操作式（過巻防止付）       運転操作室       索道ラインの周知（のぼり旗） 
      目視と音声による合図    

   
誘導員による人払いの徹底       ダブルシャックル    定格荷重表（2.5ｔ） 
 

モニター 無線 テレビカメラ
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２） モノレールによる事故防止対策 
・定期点検（１カ月毎に高度技能者による点検）、作業開始前（講習修了者による点検）の点検を

チェックシートに基づき、機械本体、ブレーキ、レール等の点検行います。 
・モノレールにクラクション、ライトを装備し、人およびモノレール同士の接触事故を防止します。 
・乗車場所の整備をし、乗り降りの際の、転落・転倒を防止します。 
・モノレールの運転方法の講習会を行い、運転者を教育するとともに、乗車注意事項を掲示し、安

全運転に努めます。運転者は、講習修了者としています。 

     
モノレール点検状況      モノレールライト点灯時    クラクションの装備 

     
 

３） バックホウによる事故防止対策 
・作業開始前の点検をチェックシートに基づき、点検行います。 
・一次整形の人力併用掘削時に、転落・墜落事故防止のため、無人化工法（セーフティークライマ

ー工法）を使用し、安全性および工程の向上を図りました。 
・山腹基礎工掘削時のバックホウは、ワイヤーを張り重機と連結して転落防止を行いました。また、

オペレーターは、重機に安全帯を掛け重機が傾いた際の離脱防止を図りました。 

     
  重機の点検状況 
 

                             

ワイヤー 安全帯 

セーフティークライマー工法 
無人化によりリモコン操作 

クラクション 

モノレールの運転講習会 モノレールの停留所夜間時モノレールの停留所 

掘削時の転落防止措置 
ワイヤーおよび安全帯使用 
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3.2 足場・法面等からの転落・墜落事故の防止 
   当作業所は、工事の大半が、法面での作業となります。そういった中で、作業員からのヒヤリハット

の事例を参考に作業員のヒュマンエラーや、落石の原因などを少しでも取り除く事により、重点安全対

策の一つでもある、足場・法面等からの墜落事故防止対策として、次の事項に取り組みました。 
１） 法面昇降中の落石・転落事故防止 

 ・親綱・安全帯の始業前点検の実施 

        
 

・浮石の除去はもちろんの事、昇降の際は、上部を確認しつつ、斜めに昇降する事で、落石の真

下に入らないことで、事故防止に努めています。 
・親綱と地山との接触による落石がおおいため、防止対策として、法面途中にワイヤーを張り、

親綱を浮かせ、地山との接触を防止しています。 

        

２） 法面昇降通路の確保 
・作業場所までの昇降階段を、ヒヤリ・ハット事例をもとに、個々のクランプ型だと締付が、不

完全な時があるため、ユニット型ステップを使用しクランプを使用しない構造にしました。 
この製品は、アルミ製で、軽く、ステップ角度を一括調整でき、安全性・施工性の向上になって

います。ステップが一体化になっているため、ステップのねじの締め忘れがありません。 
手すりもユニットになっていて、簡単に取り付けが可能です。 
また、既設鋼製階段に踏みさんを取付け、積雪・凍結時の転倒事故防止を行っています。 
 

    
アルミ製ステップ                       既設鋼製階段  

ステップ

一括調整

安全帯の点検状況 親綱の点検状況 ロリップの点検状況 

踏みさん（滑止）
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３） 転落防止柵の工夫 
 ・転落防止柵は、幅木を設置しネットを張り、人はもちろん、落下物の防止も行っています。 

  
４）夕暮れ時の安全通路確保 

    ・冬期施工は、夕暮れが早く、作業終了時は、足元が見えにくくなります。そこで照明器具 
（テラスター、ソーラーライト等）を設置し足元等の照明を確保ました。 

     
 

   ５）安全教育の工夫 
・安全教育時に普段の作業状況を撮影したビデオを放映し、作業員自らの不安全行動や、危険個

所の確認をし、リスクアセスメントやヒヤリハットを発表する事により危険作業の撲滅に努めて

います。 

     
作業状況のビデオ放映 

3.3 健康管理 
      作業場所は高所で、毎日が階段の昇り降りになります。そういった中、足腰の疲れ等を少しでも緩 

和するため、健康管理に努めています。 
１）メディカルルームの設置 

      ・メディカルルームを設置し、体調管理をおこなっています。ルームの中には、体温計、血圧計、 
       体重計、そして、マッサージチェアーがあります。作業員は、休憩時間にルーム内で、マッサージ 

等にかかり疲れをとっています。 
また、メディカルルームはエアコンを設置し、夏期は熱中症対策、冬期は防寒対策と温度調整を 

行い快適職場の推進を行っています。山頂にも休憩所を設置し体調管理を行っています。 

幅木 
中さん 

手摺 

グリーンネット 

テラスターで全体を照らす ソーラーライト昼間 ソーラーライト夜間 

リスクアセスメント状況 ヒヤリハットの発表 
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メディカルルーム      マッサージチェアー          血圧測定 
２）AED の設置 
  ・AED を設置し緊急時への対応策を講じています。 

          

   AED 設置            訓練状況           山頂の休憩所 
４．おわりに 

    今回の工事は、作業環境の改善に留意し作業にあたっており、ヒヤリハット事例から、ほっと安心 
事例が作業員から出るようになりました。しかしながら、安全対策には絶対大丈夫ということはない 
ので、今後もいろいろなアイディアを店社および、作業従事者全員で検討し、より安全で安心な現場

づくりを考え出していきたいと思います。 
 最後になりますが、工期および気持ちに、余裕をもって、「無災害」という３文字の言葉を念頭に

おき、完成まで頑張りたいと思います。 
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砂防（集水井）工事における安全対策について 

 

                    株 式 会 社  山 口 組 

                    現場代理人   久 保 晋 治   

 

    キーワード 「酸素欠乏症」 「墜落災害」 「地震対策」 

 

１．はじめに 

  当工事箇所である桜ヶ谷地区は、秩父郡皆野町市街地から西側約 2.5km、荒川支流赤平川左岸に位

置し、地すべり性の変動が認められている地域です。降雨による地下水位上昇に伴って地すべり変動

が活発化する傾向があるため、すべり面付近の地下水排除を目的とした横ボーリング工、集水井工等

が施工されてきました。今回の工事は、集水井W5（φ3500mm、深さ46m）を掘削し、集水井W4（施工

済）へ向けて排水ボーリング（φ135mm、L=65.4m）を施工するものです。 

  
  工事概要 

   工 事 名 ： 社会資本整備総合交付金（砂防）工事（桜ヶ谷工区） 

   工事箇所 ： 埼玉県秩父郡皆野町大字野巻地内 
工  期 ： 自 平成22年10月15日  至 平成23年 6月30日 

工事内容 ： 集水井（H=46.0m・φ3500mm）1基    排水ボーリング65.4m 

 

工事箇所 
桜ヶ谷地区 

W-5 

W-4 

集水井工 

H=46mφ3500mm 

L=65.4m 

排水ボーリング工 

平 面 図 断 面 図 

W-5 
集水井 

W-4 

集水井 

排水ボーリング 
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２．酸素欠乏症災害の防止 
 酸素欠乏症による災害は死亡者数、致命率が高く、非常に危険な災害といわれています。しかし酸

素欠乏症の発生原因は限られており、酸素濃度等の測定をしなかった、十分な換気をしてなかった、

保護具を着用してなかった、酸素欠乏症に関する教育をしなかった等が主な発生原因となっています。

これは、酸素欠乏症を防止するための基本的な対策が行われていない結果であり、基本的な防止対策

の実施が必要であると考えました。 

 
２．１送排気式による換気 
 作業箇所の換気効率が最もよい方法である送排気式による 

換気を実施し、作業箇所に新鮮な空気を送るとともに、酸素 

濃度を18％以上に保ち作業を行いました。 

 
２．２酸素濃度等の測定 

 毎日の作業開始前に、測定者に危険が及ばないよう集水井内に入らなくても測定できる「有毒ガス

検知器」を使い、酸素濃度及び有毒ガス（可燃性ガス、硫化水素、一酸化炭素）の有無を測定し、作

業箇所の安全を確認後、作業を開始しました。さらに作業中においても携帯型酸素濃度計で酸素濃度

を測定し、酸素欠乏等の状態及び換気装置の有効性を確認しました。 

 
        
２．３安全教育の実施 

 酸素欠乏症防止についての教育はもちろんのこと、酸素濃度等測定者（有資格者）以外の作業員で

も測定できるよう測定機器の使用方法の教育、危険な状況になっても安全に避難できるよう避難用呼

吸器の使用方法を教育し、酸素欠乏症による災害が起こらないよう徹底しました。 

   

有毒ガス検知器による測定 

酸素欠乏症防止教育 

ガス導入管 有毒ガス検知器 

携帯型酸素濃度計による測定 

測定機器使用方法 避難用呼吸器使用方法 

 
安全確認 
作業箇所の 

 酸素濃度 18% 
以上を確認 
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３．墜落災害の防止 
 深さ46mの集水井工事においては、ちょっとしたミスによる墜落災害が重大な事故につながります。

当現場では墜落災害防止のため、危険要素を減らすいくつかの工夫を行いました。 
 
３．１作業構台の作成、使用 
 従来の集水井工事において、バーチカルスティフナー及び昇降階段の取付時は、親綱にぶら下がっ

ての作業であり、困難な作業であるとともに墜落災害の危険性がありました。その対策として安全か

つ作業効率をよくするために、作業構台を作成し使用しました。作業時は支持金具を補強リングにし

っかりと固定し、決められた作業荷重（作業員数、資材重量）を厳守して行いました。 
 
３．２セーフティ・ウォーク（すべり止めテープ）の貼付け 
 昇降階段を使っての集水井内への出入り時、足元が濡れていたり泥が付いていたりすると、滑って

足を踏み外すことがあります。それを防止するため、昇降階段のステップ部にセーフティ・ウォーク

（すべり止めテープ）を貼付け、滑って足を踏み外すことなく安全に昇降できるようにしました。 

 
          

 

          

 
 

作業構台 

支持金具 

すべり止めテープ 

従来の作業状況 当現場での作業状況 

バーチカルスティフナー取付状況 バーチカルスティフナー取付状況 

昇降階段取付状況 昇降階段取付状況 
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４．地震対策 
 当地域での建設工事において、地震による災害は今までほとんど考えられていませんでした。しか

し3月11日の東日本大震災を契機に、集水井工事において地震対策が非常に重要であると考えさせら

れました。地震発生時は深さ39m付近を掘削作業中で、バケットに積み込んだズリをクレーンで巻き

上げている最中でした。停電のためクレーンの操作が出来なくなり、地震の揺れでバケットやズリが

いつ落下してもおかしくない状況になったため、下にいた作業員を直ちに避難させました。地震によ

り地すべりが発生し、集水井が座屈したら大災害になるところでしたが幸いにも無事でした。後日、

余震の情報及び安定した電気の供給時期等を考慮し、発注者と協議のうえしばらくの間現場を休工す

ることにしました。20日間程度の休工後、いつ起こるかわからない地震に備え「地震発生における緊

急時マニュアル」を作成して作業員全員に教育し、避難訓練を行ってから現場の作業を再開しました。 

        
５．おわりに 

 様々な建設工事のなかで、集水井工事は危険な要素が数多く含まれている工事ではないかと思いま

す。危険な要素を取り除くには基本的な安全対策はもとより、元請・下請ともに知恵を出し合っての

安全な工法の採用等が重要であると考えます。当現場は無事故、無災害で完成することができました

が今回の安全施工研究発表会を契機に、今まで以上に安全管理に対する意識を高め、今後の現場にお

いても安全で安心して作業できる現場となるよう努力していきたいと思います。 
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「大規模土砂災害の教訓」

～東日本大震災・台風１２号を振り返って～

２０１２．２．１０

１ 東日本大震災
２ 台風１２号

（社）全国治水砂防協会
岡本 正男

1

１ 東日本大震災

2

3

特定利用斜面保全事業
第１号
（S63～H９）
４０億
６７万㎥

女川町

１７ｍを超える津波。

4

斜面はばっちり

All or Nothing

津波の圧力：女川町立病院） 数百人を救った神社への階段

山火事

5

やはり 神社は！

この足で歩き、現在まで沿岸８０箇所の津波
水深を計った結果、どこでも古い神社は無事
であることをこの目で見ました。波はどこでも、
鳥居や狛犬の少し手前で止まっていました。
（例外は、大正時代に開かれた集落とそこに
ある神社。）。神社とは、石碑と同様、津波で
生き残った先祖累代が、後世に伝承するた
めに残した「子孫よ、死んでくれるな」という
メッセージなのだと思います。

津波の高さは、それぞれの地域の地形により、
入江では高くなり、平野ではだらだら広がりま
すが、神社のある場所は、必ずその波が押し
寄せた高さより少しだけ高い所にあります。

寺に関しては、そういうことはなく、流されてい
ました。

第１５９回「河川文化を語る会」「２０１１年の大津波
による海岸災害を免れた神社」 宇多高明氏の講
演要旨より抜粋

6
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松島町 津波１人
無駄と指摘された自主水源活躍
アメリカ人観光客

自主防災組織
訓練
高台に学校
島
（塩釜市）

縄文時代
（東松島市）

7 8

9 10

11 12
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13 14

15 16

17 18
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19 20

善光寺地震
（１８４７）
３月２４日Ｍ７．４

岩倉山
堰止土量
２ １００万

8,000～12,000人

土砂災害
42,000か所（松代藩）
1,900か所（松本藩）

青木氏スケッチ箇所図（善光寺地震災害研究グループ、１９９４）

２，１００万

湛水量
２５，０００万

４月１３日決壊

21

善光寺地震
（１８４７）
３月２４日Ｍ７．４

青木雪卿の絵図
（長野市松代
真田宝物館蔵）
藩主に随行
１８４９年 ３回

絵図６９枚

22

２ 台風12号

23

【台風12号の概要】

8月25日

8月30日

高知県東部に上陸。ゆっくりと
北上し、四国・中国地方を縦
断。

小笠原諸島付近で進路を西へ。
・中心気圧965hPa
・最大風速35m/s

マリアナ諸島西海上で発生。

9月3日

日本海中部で温帯低気圧に。9月5日

台風が大型で、さらに台風の動きが遅かったため、台風周辺の湿っ
た空気が長時間にわたって流れ込み、西日本から北日本にかけて、
山沿いを中心に広い範囲で記録的な大雨となった。

（気象庁ホームページより）

24
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順位 地点名 県 ７２時間 年月 備考

１ 上北山 奈良県 １６５２．５ H23.9 今回の台風１２号

２ 宮川 三重県 １５１９ H23.9 今回の台風１２号

３ 神門 宮崎県 １３２２ H17.9 H17の台風１４号

４ えびの 宮崎県 １３０６ H17.9 H17の台風１４号

５ 風屋 奈良県 １３０３ H23.9 今回の台風１２号

日本気象協会HPより 25

【土砂災害発生件数】
国土交通省砂防部資料

土砂災害発生件数

201件

土石流等 ： 92件
地すべり ： 27件
がけ崩れ ： 82件

（10月19日14時時点）

【一般被害の状況】
死者73名、行方不明者19名

※10月5日15時現在 消防庁情報

【うち、土砂災害による被害の状況】
死者39名、行方不明者16名
人家全壊38戸、半壊6戸、一部損壊36戸

※10月19日14時現在 国土交通省調べ

26

台風１２号関係 河道閉塞発生箇所（奈良県・和歌山県）
平成23年9月29日
国土交通省砂防部

合計：１７箇所

⑩奈良県野迫川村桧股

④奈良県五條市大塔町宇井

⑪奈良県黒滝村赤滝

①②③奈良県天川村坪内

九尾ダム
（関電）

猿谷ダム
（国交省）

風屋ダム
（電発）

あかたき

つぼのうち

う い

ひのきまた

閉塞後決壊 緊急調査対象

⑭奈良県野迫川村北股
きたまた

一部閉塞

緊急調査対象

閉塞、越流中

一部閉塞

閉塞未湛水
※⑨は調査の結果、河道閉塞でない
ことが判明したため、欠番

高さ：約25m
満水時湛水容量：約4万m3

殿山ダム
（関電）

二津野ダム
（電発）

高さ：約85m
満水時湛水容量：約550万m3

高さ：約100m
満水時湛水容量：約750万m3

高さ：約60m
満水時湛水容量：約110万m3

高さ：約80m
満水時湛水容量：約270万m3

⑬和歌山県みなべ町東神野川

⑫和歌山県田辺市熊野 ⑤奈良県十津川村長殿

⑥奈良県五條市大塔町赤谷

⑦奈良県十津川村栗平

⑧奈良県十津川村野尻⑰奈良県十津川村杉清

⑱奈良県上北山村白川

⑮和歌山県田辺市本宮町三越⑯和歌山県田辺市中辺路町真砂

しらかわ

くりだいら

のじりながとのみこしい やまなごすぎせ

ひがしこうのがわ

あかだに

一部閉塞

閉塞、越流中 一部閉塞 緊急調査対象 一部閉塞 緊急調査対象

一部閉塞

緊急調査対象

27

国土交通省ホームページより

京セラドーム大阪・東京ドームいず
れに対しても約80倍の量に相当

（平成23年10月11日現在）28

【台風１２号災害における警戒避難体制の状況】
～土砂災害による死者・行方不明者が発生した３県８市町村について～

●地域防災計画への避難指示・避難勧告発令基準の明記

ホームページに地域防災計画が掲載されていた４市町村中

基準が明記されている ２市町村

●人的被害発生前の避難勧告等の有無

８市町村１２地区中 指示・勧告なし １２地区

基準が明記されている ２市町村

基準が明記されていない ２市町村

●土砂災害ハザードマップの公表状況（平成２３年７月３１日時点）

国土交通省ハザードマップポータルサイト（http://disapotal.gsi.go.jp/index.html）より

（うち、インターネットでも公開している ２市町村／３）

公表している ３市町村／８

※全国の市町村で見ると

（うち、インターネットでも公開している ５３１市町村／７２３）

公表している ７２３市町村／１，７２２
29

１ 市町村防災会議（市町村防災会議を設置しない市町村にあっては、当該市町村の長。以
下同じ。）は、警戒区域の指定があったときは、市町村地域防災計画（災害対策基本法
（昭和三十六年法律第二百二十三号）による市町村地域防災計画をいう。）において、当
該警戒区域毎に、土砂災害に関する情報の収集及び伝達、予報又は警報の発令及び伝
達、避難、救助その他当該警戒区域における土砂災害を防止するために必要な警戒避
難体制に関する事項について定めるものとする。

２ 市町村防災会議は、警戒区域内に主として高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災
上の配慮を要する者が利用する施設がある場合には 当該施設の利用者の円滑な警戒

土砂災害防止法 第７条（警戒避難体制の整備等）

●警戒区域ごとに警戒避難体制の整備、市町村地域防災計画への記載

上の配慮を要する者が利用する施設がある場合には、当該施設の利用者の円滑な警戒
避難が行われるよう前項の土砂災害に関する情報、予報及び警報の伝達方法を定める
ものとする。

３ 警戒区域をその区域に含む市町村の長は、第一項に規定する市町村地域防災計画に基

づき、国土交通省令で定めるところにより、土砂災害に関する情報の伝達方法、急傾斜
地の崩壊等のおそれがある場合の避難地に関する事項その他警戒区域における円滑な
警戒避難を確保する上で必要な事項を住民に周知させ るため、これらの事項を記載した
印刷物の配布その他の必要な措置を講じなければならない。

●災害時要援護者への支援

●土砂災害ハザードマップの整備
30
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レベル５ 土砂災害警戒情報が発表された時、避難勧告を発令する。

レベル４ 土砂災害警戒情報が発表された時、前兆現象が認められた時、災
害が発生した時などにおいて、状況を総合的に判断して避難勧告を
発令する。

（補足）
・前兆現象が認められた時、災害が発生した時等は、土砂災害警戒情報発
表前であっても避難勧告を発令する
・土砂災害警戒情報で避難勧告を発令する場合とは、補足情報等を活用し
避難勧告発令対象地区を絞り込み避難勧告を発令することである

（補足）

レベル３ 具体的な基準は記載してあるが、土砂災害警戒情報の記載がない
場合

レベル２ 「土砂災害の恐れが高まった」など定性的な判断により避難勧告を
発令する。

レベル１ 避難勧告に関する記載なし。

（補足）
・土砂災害警戒情報が記載されていることが条件である
・状況を総合的に判断し避難勧告を発令する
・土砂災害警戒情報で避難勧告を発令する場合とは、補足情報等を活用し
避難勧告発令対象地区を絞り込み避難勧告を発令することである

31 31

36
2%

471
29%

239
14%

地域防災計画のなかで
土砂災害警戒情報を

避難勧告基準あるいは検討材料と
して明示

２～３１％

①避難勧告の発令基準

167
10%739

45%

記載レベル5

記載レベル4

記載レベル3

記載レベル2

記載レベル1

【市町村】

32
国交省砂防部調査（２００？）

32

【基準が明記されている例】

33

【基準が明記されている例】

34

• ３日夜、降り続く雨が気になった主婦（５９）は、県が災害情報を配信する携帯
メールを何度も見て、地区には避難指示が出ていないのを確認し、自宅１階で
夫と就寝。娘２人は別室にいた。

４日午前１時過ぎに目覚めて廊下に出ると、玄関に水が入って靴が浮いてい
た。すぐに引くと思って、いったん横になったが、同２時頃、布団に水が染みこん
できた。「起きて」と叫んで家族を起こした。停電で暗い中、４０分ほどすると壁と
ガラスが音を立てて割れ、泥水がどっと流入。「上がれ、上がれ」。４人で２階に
逃げ、夜を明かした。

主婦は「１階の家具に残った跡で、水が首より上に来たとわかり、ぞっとした。
避難指示があれば間違いなく逃げていた」と話す。
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

• ここでは，災害発生を心配して，防災メールを確認するという形で，能動的な情
報収集 が れ す 「避難指 が な う が報収集行動がとられています．しかし，「避難指示が出ていない」ということが
「逃げなくてよい，安全である」という，「安心情報」として受け止められていたよ
うに記事からは読み取れます．

• 「避難勧告・指示が出ていない」という状況，情報は，「安全である」という情報を
直接的につたえるものではありません．しかし，暗示的に「安全である」と解釈さ
れてしまうことはあり得ます．こういった情報の伝わり方をメタメッセージという場
合もあるようです．

• 避難勧告が出ていないから逃げなくてよいということではない，ということを，どう
伝えていけばいいか．難しい問題です．

静岡大学 牛山準教授のブログより
35 36
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土砂災害ハザードマップ

＝ 206 / 793 市町村

＝ 26%
全国公表率

15/27

0/18

1/22
0/10

土砂法に基づくハザードマップの公表状況 土砂災害ハザードマップ

767
47%

206
12%

土砂災害防止法
第７条３項に基づ
く、土砂災害ハ
ザードマップの公
表
（206市町村）

土砂災害危険区
域図に避難場所

対象
※1,652
市町村

未公表
公表済 885市町村

1/22

1/1610/24

1/27

5/20

15/26
1/9

3/14
1/141/3

1/7
0/22

14/53

6/16

1/84/16

0/11

7/306/33

0/2

17/17

12/24
4/15

11/29

11/30

2/24

0/7

11/17
7/14

4/27
5/17

2/6
0/15

2/8

1/8 0/60/3

1/5 1/25

10/13

2/28
10/17

0/6

0/4

凡　例

表示例

（％）

5/30
土砂災害警戒区
域指定済み市町
村数

ハザードマッ
プ公表市町
村数

都道府県別公表
率の色分け

80
60
40
20

679
41%

域図に避難場所
等を記入したマッ
プの公表
（679市町村）

市町村

※なお、土砂災害危険箇所図について
は、各都道府県において公表済み

※1,652市町村とは、全国の1,800市町村のうち、土砂災害危険箇所を
有する市町村である　（H21.3.31時点）

国交省砂防部調査（２００？）

37

【土砂災害警戒区域を指定した市町村におけるハザードマップの公表状況】
（H23.3.31時点、国土交通省砂防部調べ）

土砂災害防止法第7条3項に

基づく、土砂災害ハザード
マップ公表済みの市町村

土砂災害警戒区域が指定さ
れている市町村のうち、土砂
災害防止法第7条3項に基づ

く、土砂災害ハザードマップ
未公表の市町村

N＝1,017
（土砂災害警戒区域が
指定された市町村数）

38

土砂災害危険箇所は、和歌山県内にも約１万８千カ所ある。県は危険箇所をホームペー
ジなどで公表している。

だが、今回の豪雨では那智勝浦町や田辺市本宮町などで、危険箇所以外で発生した土
砂崩れや土石流が民家に被害を及ぼす例が頻発。確認できた約２０カ所のうち、約半数
が危険箇所に選定されていなかった。これらの場所は、斜面や河川から民家まで一定の
距離があり、国の基準を満たさない場所だが、想定外の規模で発生した土砂崩れなどが
民家まで押し寄せていた。

一方 平成１３年に施行された土砂災害防止法は 都道府県に対して「土砂災害警戒区方、平成１３年に施行された土砂災害防止法は、都道府県に対して「土砂災害警戒区
域」の指定を義務づけたうえで、市町村に対してハザードマップを作成するよう求めている。

和歌山県では、警戒区域を指定する際の基礎調査を、これまでに選定した危険箇所を対
象に実施してきた。だが、想定外の場所で民家などへの被害が発生した今回の災害を受
け、国の基準や県の基礎調査対象が、見直しを迫られる可能性もある。

国土交通省は「ハザードマップの作成には土砂災害の危険性がある場所を網羅するよう
な調査が必要」と指摘。県も「（今回の豪雨）被害の全容を把握したうえで、今後の調査方
法を検討する」としている。

産経新聞（２０１１．１０．３１抜粋）
39

台風12号の豪雨災害に対する対応が適切だったかどうか、和歌山県田辺市が検証を

始める。災害対策本部の各班に反省点と課題の洗い出しを指示したほか、全職員に今
後に備えた対策について提言を求めた。集中豪雨による土砂災害や東南海・南海地震
や津波の防災計画に反映させる狙い。

市防災対策室によると、初期段階で困ったのは情報収集。電話回線が不通になり、通
信手段を失ったことから各行政局と丸１日連絡を取れず情報のやりとりが難しかった。ま
た幹線道路が寸断した場合の迂回（うかい）路の設定、停電のため電気の確保も困難
だった。逆に効果的だったのは、地理や住民をよく知る地元職員を各行政局に十数人ず
つ応援組織として配置したことだという。

国から聞き取り受ける

内閣府をはじめ、気象庁、消防庁、国土交通省などの職員が28日、田辺市役所を訪れ、
真砂充敏市長から台風12号の災害対応について聞き取りをした。

台風12号で田辺市が避難勧告や避難指示を発令した判断や発令を出すタイミングな
どについて意見交換した。

国は奈良県五条市や十津川村でも同様の聞き取りをしており、和歌山県内では新宮市
と那智勝浦町でも行う。

国は聞き取り結果を、防災対策の見直しに反映させたり、土砂災害防止法の改正に生
かしたりする方針という。

紀伊民報（２０１１．１１．１ 抜粋） 40

【三重・奈良・和歌山各県の土砂災害警戒区域等の指定状況】

土 砂 災 害
危険箇所数

基礎調査が
終了し、警戒
区域指定が
必 要 な 地 点

左欄のうち、
未指定の地点

未指定率

三重県 16,206 3,000 2,400 80.0%

奈良県 8,186 8,595 4,144 48.2%

和歌山県 18,487 4,330 3,024 69.8%

※土砂災害が発生した箇所の約8割が土砂災害警戒区域等の範囲外であったことが新聞紙上で
も報道されている。（新聞情報）

41
つかんぼやとHPより

42
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那智勝浦町内の川

那智の滝

43

和歌山県新宮市南檜杖（死者４名）

44

那智大社

45

折立（十津川村）
連続雨量 1,263mm
最大時間雨量64mm
H23.9.4 発生
L=230m
H=65m
W=170m
V=254万m3
最大深度65m

46

⑥ 奈良県五條市大塔町赤谷（あかだに） 国土交通省砂防部資料

崩壊地

湛水域

天然ダム本体

河道閉塞の諸元
高さ：約85m
満水時湛水容量：約550万m3

47

赤谷（五條市）

48
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宇井（五條市）

死者 ７名
行方不明 ４名
連続雨量 ９８９mm
最大時間雨量 ３６mm

AM ７ 崩壊（５３万ｍ３）
AM ９ 河道閉塞後２時間後決壊

49

主な内容
○情報の収集・伝達

・収集すべき情報やその伝達手法を解説

土砂災害に対する警戒避難体制の整備のポイントを示した

「土砂災害警戒避難ガイドライン」を平成１９年４月に作
成

「土砂災害警戒避難事例集」を平成２１年9月に作成

砂防協会で会員に配布済み
砂防部ＨＰで公開http://www.mlit.go.jp/river/sabo/doshasaigai_keikaihinan.html

土砂災害警戒避難

ガイドライン

平成19年4月

国土交通省砂防部

土砂災害警戒避難

ガイドライン

平成19年4月

国土交通省砂防部

土砂災害警戒避難ガイドラインの概要

・収集すべき情報やその伝達手法を解説
○避難勧告等の発令

・適切な避難勧告等の発令基準の考え方を説明
○避難所の開設・運営

・避難所の開設や運営のポイントを記述
○災害時要援護者への支援

・災害時要援護者対策を施設と在宅に分けて解説
○防災意識の向上

・住民主体のハザードマップの作成など意識向上に役立つ手法を記述

50

豪雨災害による山地崩壊発生状況（１／２）

集中豪雨の多発に伴い各地で崩壊地が発生し、災害をもたらした。

＜新居浜市における死者数＞

台風１５号 ３名
台風２１号 ５名

－１－

愛媛県土砂・流木災害対策検討委員会
第１回 資料抜粋

（台風15,16,18号通過後）

2004年9月3日撮影

1998年撮影 （台風21号通過後）

2004年10月6日撮影

愛媛県新居浜市

台風 号 名

51

項 目 災害経験で明らかになった課題 課題に対する取組み

情報の収
集・伝達

現地の状況が十分に把握できなかった ・地区の消防団員による巡視体制の
強化
・地区連絡員を配置

局地的な強雨地域に気づかなかった（局地
的な強雨に気づかないまま災害が発生）

・消防部局で２４時間体制の雨量監
視（基準雨量を超えると担当職員等
に連絡・召集）

・雨量計の増設（２箇所）、観測装置
の整備（地すべり伸縮系）、ため池の
点検強化

新居浜市における警戒避難体制の取組み

点検強化
・雨量状況を市ＨＰで公開
・国土交通省の防災情報ＨＰの活用

収集した情報が整理できなかった ・情報処理班を編成

役場の電話回線がパンクした ・災害時のＮＴＴ電話回線を増設

接続過多でインターネットが見れなかった

携帯電話がつながらない地域で情報入手が
遅延した

被害の全体像が把握できなかった ・県の防災ヘリからの映像を活用

52

項 目 災害経験で明らかになった課題 課題に対する取組み

避難勧告
等の発令

防災行政無線では避難勧告等が伝わり
にくかった

・職員・消防団による戸叩き（口頭又
は文書配布）

・市、消防団等の広報車での巡回放
送
・携帯メールによる緊急情報の配信

・地域連絡網（自主避難連絡網）の
作成

・特に危険な地区において連絡網を
作成

新居浜市における警戒避難体制の取組み

・スーパーとの協定締結（店内放送
の活用）
・ＨＰ、ＣＡＴＶ、ｅ‐ネットによる避難情
報の配信

どの地域にどのタイミングで発令すれば
いいか分らなかった

・避難勧告等の発令基準を数値化
（地区別の設定）
・前兆現象の活用
・土砂災害警戒情報の活用
・危険地区の特定

・特に危険な地区および人家の定期
的な見直し

53

避難勧告等の発令基準の数値化

避難準備情報・勧告・指示発令の判断基準

避難準備情報・勧告・指示発令の判断基準
土砂災害に対する避難基準（立川・別子山地区以外の山すそ地区）

避難準備情報 避難勧告 避難指示

前日までの連続
雨量が100㎜以
上あった場合

当日の日雨量が50
㎜を超えたとき

当日の日雨量が50㎜を
超え、時間雨量が30㎜

以上の強い雨が予想さ
れるとき

愛媛県新居浜市の取り組み
【避難勧告等の発令】

上あった場合
れるとき 土砂災害の前兆

現象が認められ
るとき

土砂災害が発生
したとき

前日までの連続
雨量が40～100
㎜の場合

当日の日雨量が80
㎜を超えたとき

当日の日雨量が80㎜を
超え、時間雨量が30㎜

以上の強い雨が予想さ
れるとき

前日までの降雨
がない場合

当日の日雨量が
100㎜を超えたとき

当日の日雨量が100㎜
を超え、時間雨量が30

㎜以上の強い雨が予想
されるとき

54
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土砂災害に対する避難基準（立川地区）

土砂災害に対する避難基準（別子山地区）

避難準備情報 避難勧告 避難指示

連続雨量が200㎜を超え
たとき

連続雨量が200㎜を超え、
時間雨量が40㎜以上の強
い雨が予想されるとき

土砂災害の前兆現象が認
められるとき
土砂災害が発生したとき

避難準備情報 避難勧告 避難指示

続 が
連続雨量が300㎜を超え 土砂災害の前兆現象が認

・勧告等の決定は、すべての場合、水防本部長及び副本部長で協議し、決定する。

・その他水防本部長が必要と認めたときは、勧告等の発令を決定する。

連続雨量が300㎜を超え
たとき

連続雨量が300㎜を超え、
時間雨量が40㎜以上の強
い雨が予想されるとき

土砂災害の前兆現象が認
められるとき
土砂災害が発生したとき

客観的な避難勧告等の発令基準を設定するため、避難勧告の発令基準を数値化し
た。

避難勧告等の発令基準は、地域性を考慮し、立川地区、別子山地区、その他の山
すそ地区に区分し、設定している。

55

・土砂災害は突発的に大きい破壊力で発生するため、人命に関わる災害

56

人的被害が発生した箇所の9割は
過去100年程度、土砂災害を経験していない

5%
5%0%

10年以内

11～20年前

21～30年前

不明（96年以上前）

90%

国土交通省砂防部調べ
平成16年～18年のデータより

土砂災害は忘れた頃にやってく
る！

土砂災害は主に降雨による多量の水の供給を原因として発
生し、斜面や渓流が不安定になる条件（地質、地形、植生、
地下水位等）は、個別箇所で異なっているため、これらの条
件の変化を把握することが困難。（水害は水位や雨量の変
化等。

57

土砂災害は自宅で発生する！

洪水

屋内

屋外

屋内 被災が多

0% 20% 40% 60% 80% 100%

土砂災害

牛山素行（2008）2004～2007年の豪雨災害による人的被害の分析、
河川技術論文集より作成

屋内での被災が多い

58

鉄筋 １Ｆ
1名 1% 鉄筋 ２Ｆ

16名 12%

犠牲者の被災した家屋の構造と被災階数（平成５年がけ崩れ）

• 木造家屋での被災
約87%

木造家屋１階での被災が多い

木造 １階
79名 60%

木造不明
30名 23%

木造 ２Ｆ
6名 4%

• 被災階数がわかっているもの
１F : 約78%

• 木造家屋での被災のうち被災階
数がわかっているもの
１F : 約93%

出典：瀬尾克美、寺田秀樹、近内剛(1996)：がけ崩れ災害に関する考察－平成５年の災害状況を中心として－，新砂防，Vol.48，No.5(202)，p
59

福井県内土砂災害写真（H１６．７）

２階

福井県福井市浄教寺町

流木をともなった土石流で家屋・道路等が被災

福井県今立町野々

土石流により0.8kmに渡って河川埋塞、家屋11戸半壊
60
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平成２０年の土砂災害

○発生日時 平成20年6月11日23時頃

○発生場所 大分県玖珠郡九重町大字菅原桐木
死者 １名

○発生日時 平成20年6月22日午前4時半頃

○発生場所 熊本県球磨郡多良木町大字黒肥地
死者 １名

ちょっとした手入れ

斜面から離れる
（島根県松江市でもH２２）

61

（２００６の災害の報道から）

前兆現象 ： 臭い、 火花、 ぱらぱら、 煙、 山が動く、 樹木がざわざわ、 音

土石流は2度、3度やってきた

樹木があってかえって安全と思った

まさか、危険渓流だったとは

普段は水がないので川とは思わなかった

２階に逃げた２階に逃げた

今までは災害はなかった

想定外

災害時要援護者（個人情報保護法）

避難を呼びかけるタイミング、方法

川に近づかない、斜面に近づかない

犠牲者の出た箇所には砂防施設がなかった
62

H21.7.21 山口県 防府災害 死者１７名 がけ崩れ１３２ 土石流６６ 地すべり２

土石流前兆現象・避難状況実態調査 NPO法人山口県防災・砂防ボランティア協会
63

土石流前兆現象・避難状況実態調査 NPO法人山口県防災・砂防ボランティア協会
64

土石流前兆現象・避難状況実態調査 NPO法人山口県防災・砂防ボランティア協会

65

がんばろう 日本！

大和の精神

御清聴
有難うございました。

66
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日光砂防事務所安全対策協議会　応募論文

Ｎｏ 請　　負　　者 著　　　　　　者
表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　題

『　　キ　ー　ワ　ー　ド　　』

1 河本工業（株） 現場代理人　中村　純一
H23 華厳上流工事用道路工事における安全対策について
「ダム放流による安全対策、工事用道路の安全対策、オイル流出防止対策」

2 （株）北光
現場代理人　小池　幹雄
監理技術者　草野　雄一

野門第５砂防堰堤工事における安全対策について
「連絡網、ゼロ災害、安全施工」

3 （株）八興建設 現場代理人　青木　裕一
釜ツ沢砂防堰堤改築工事における安全対策について
「土石流対策、水質事故防止対策、ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ」

4 村本建設（株） 現場代理人　木幡　幸司
天狗沢下流第１砂防堰堤工事における安全対策について
「ヒヤリハット、リスク軽減、危険要因」

5 榎本建設（株）
現場代理人　大出　豊
監理技術者　縄田　治実

H22 大事沢砂防堰堤群改築工事における安全対策について
「想定出来る災害の安全対策、想定出来ない災害の安全対策」

6 佐田建設（株）
現場代理人　狩野　健一
監理技術者　長井　光弘

関の沢第４床固工事における安全対策について
「安全意識を呼び起こす、環境、緊急事態に備える」

7 （株）吉新組 現場代理人　井熊　英之
H23 稲荷川工事用道路整備他工事における安全対策について
「墜落・転落災害、法面対策、熱中症対策」

8 （株）浜屋組 現場代理人　増渕　和明
H22 大真名子東沢第３谷止工事における安全対策について
「墜落災害防止、現場における安全対策、第３者事故防止」

9 三晃建設（株）
現場代理人・監理技術者
伊藤　邦雄

慈観下流床固工事における安全対策について
「土石流対策、緊急時の対応、健康管理」

10 磯部建設（株） 現場代理人　手塚　郁夫
深沢砂防堰堤改築工事における安全対策について
「製品安全データシート、現場条件に対する安全対策」

11 中村土建（株）
現場代理人　金田　正一
監理技術者　山口　晃一

横手床固群前庭保護工事における安全対策について
「timely、heart」

12 三晃建設（株） 現場代理人　唐木田　実
尾頭沢砂防堰堤工事に於ける安全対策について
「河川水質保全対策、土石流災害、重機・クレーン災害」

13 東武建設（株）
現場代理人　鈴木　隆広
監理技術者　石田　貴之

奥鬼怒工事用道路工事における安全対策について
「快適な登山と安全確保、法面事故を防ぐ二重の対策、視覚聴覚による事故防
止」

14 三晃建設（株） 現場代理人　岡本　徹
唐沢砂防堰堤改築工事における安全対策について
「土石流対策、油流出対策、緊急時の対策」

15 榎本建設（株） 現場代理人　髙橋　勇
稲荷川工事用道路拡幅工事における安全対策
「危険要因、危険の軽減、安全対策」

16 中村土建株（株） 現場代理人　山川　政益
稲荷川上流山腹工工事における安全対策について
「重機災害、墜落・転落災害、ヒューマンエラー」

17 中村土建株（株） 現場代理人　星野　勇一
今市床固群前庭保護工事における安全対策について
「リスクの見積・低減」

18 渡辺建設（株） 現場代理人　小林　知幸
大谷川下流護岸工事における安全対策について
「交通災害、架空線損傷災害、重機災害」

19 榎本建設（株）
現場代理人・監理技術者
井上　富雄

大谷川下流護岸（荊沢地区）工事における安全対策について
「ヒューマンエラー、重機の死角、視認性の向上」

20 船生建設（株） 現場代理人　斎藤　正志
H23大谷川護岸整備他工事における安全対策について
「除草機械による事故の防止、第三者災害防止、積込・運搬作業事故の防止」
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富士川砂防安全対策協議会　応募論文

Ｎｏ 請　　負　　者 著　　　　　　者
表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　題

『　　キ　ー　ワ　ー　ド　　』

1 湯澤工業（株） 現場代理人　薬袋　和久
釜無川第３崩壊地対策工事における安全対策について
「地山の崩壊災害」　　「現場の作業環境整備」

2 扶桑建設（株） 現場代理人　木内　忠弘
H22湯川第三砂防堰堤工事における安全対策について
「砂防堰堤」　「増水対策」  「土石流対策」

3 湯澤工業（株） 現場代理人　大西　唯喜
H22小武川崩壊地対策工事における安全対策について
「斜面対策」「墜落事故」「墜落事故防止」

4 近藤工業（株） 現場代理人　増田　和彦
H23北野沢谷止工護岸工事における安全対策について
「重機・クレーン災害」「環境対策」「安全対策」

5 ライト工業（株） 現場代理人　玉尾　由享
Ｈ２２木挽崩沢崩壊地対策工事における安全対策について
「法面工事」「墜落・転落災害の防止対策」「落石災害の防止対策」

6 小林建設（株） 監理技術者　花輪　清司
H２２小武川第一砂防堰堤工事における安全対策について
「砂防堰堤」「土石流対策」「台風災害」

7 ライト工業（株） 現場代理人  藤波　健夫
H22 岩岳沢崩壊地対策工事における安全対策について
「崩落地における法面作業」｢現場に従事する作業員の立場からの安全対策｣

8
岩田地崎建設
（株）東京支店

現場代理人　吉田　宏
黒川第四砂防堰堤工事における安全対策について
「残存化粧型枠手摺りの改善」「工事安全なぞかけ」「安全環境の改善」

9 松本土建（株） 監理技術者　八木　隆一
補強土壁工の施工について【H21釜無川第12崩壊地対策施設工事】
「補強土壁工の安全対策」

10 松本土建（株） 監理技術者　関　武志
H23釜無川笹野崩壊地対策工事における安全対策
「法面工事」「リスクアセスメント」「墜落防止対策」

11
藤森土木建設
（株）

現場代理人　宮下　泰史
Ｈ２２釜無川第7・第12崩壊地対策工事における安全対策について
「工事用道路通行時の安全確保」「親綱使用時の安全対策」「緊急時の対応」

12 富士島建設（株） 現場代理人　小宮山　竜一
H23釜無川出張所砂防整備工事における安全対策について
「KY活動への一言」「絵で教える安全」

13 木下建設（株） 現場代理人　柳澤　秀男
Ｈ２２本谷崩壊地対策施設工事における安全対策について
「作業ヤードの確保」｢作業通路の確保｣

14 （株）早野組 現場代理人　小林　和夫
荒川第四砂防堰堤工事における安全対策について
「土石流災害防止対策」「法面崩壊防止対策」「リスクアセスメント対策」

15 （株）早野組 現場代理人　小林　和夫 Ｈ22メリ沢左岸法面対策工事における安全対策について
「崩落と落石による災害防止対策」「墜・転落災害の防止対策」「隣接工事との調整」

16 （株）早野組 現場代理人　武井　朗
H23メリ沢左岸法面対策工事における安全対策について
「落石対策」「重機災害対策」

17 （株）小林建設所 現場代理人　望月　幸司
H23黒河内工事用道路工事における安全対策について
「安全確認の確立｣ 「緊急時の対応」「環境対策」

18 植野興業（株） 現場代理人　志村  利明
内河内第四砂防堰堤工事における安全対策について
「土石流対策」「第三者災害」「墜落災害」

19 早邦建設（株） 現場代理人　小澤　正一
Ｈ23早川出張所管内砂防整備工事における安全対策について
「土石流対策」

20 八木沢興業（株） 現場代理人　根津　親
H２２黒桂河内工事用道路工事における安全対策について
｢工事用道路｣｢亀裂対策｣｢安全設備｣

21 富士島建設（株） 監理技術者　西山　邦彦
H22小武川下流砂防堰堤工事における安全対策について
【重点安全対策】【出水時における安全管理体制】【登山者への配慮】

22 富士島建設（株） 現場代理人　三井　秀昭 H23小武川下流砂防堰堤工事における安全対策について
「墜落転落災害の防止」「重機と作業員の接触事故防止」「作業員の安全意識の高揚」

23 富士島建設（株） 監理技術者　篠原　勝
Ｈ２３小武川上流崩壊地対策工事における安全対策について
「第３者対策」「熊対策」「作業員と重機の接触防止対策」

24 道村建設（株） 現場代理人　飯塚　純也
H23白州出張所管内砂防整備工事における安全対策について
「第三者災害の防止」「熱中症の予防対策」「環境対策」

25 道村建設（株） 現場代理人　飯塚　純也
H23白州出張所砂防整備工事における安全対策について
「第三者災害の防止」「転落災害の防止」「緊急時の対応」

26 齋藤建設（株） 現場代理人　若生　洋介
Ｈ２３朴の木下流砂防堰堤工事現場における安全対策
「平成23年度重点的安全対策」「安全関係創意工夫」

27 長田組土木（株） 現場代理人　望月　直彦
Ｈ２３朴の木上流砂防堰堤工事における安全対策について
「墜落災害」「法面崩落災害」
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渡良瀬川工事安全対策協議会　応募論文

Ｎｏ 請　　負　　者 著　　　　　　者
表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　題

『　　キ　ー　ワ　ー　ド　　』

1 池下工業株式会社 監理技術者　関口　佳克

Ｈ23日暮沢第一砂防堰堤管理用道路工事における安全対策について

「ﾊｲｷﾝｸﾞｺｰｽ利用者に対する安全対策」　「地域とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ対策」

「3.11東日本大震災時に於ける対応｣

2 池下工業株式会社 現場代理人　林　勝典
H23関守床固群工事における重点安全対策について
｢自然災害｣　｢建設機械｣　｢作業環境」

3 石橋建設工業株式会社 現場代理人　石田　恵司
H23神梅床固群工事における安全対策について
｢自然災害｣　「重機災害」　｢転落災害｣

4 石川建設株式会社 現場代理人　橋田　正人
H23渡良瀬川砂防管内整備工事の安全対策について
｢交通災害」　｢点在する施工エリア」　｢緊急時の対応｣

5 中村土建株式会社 現場代理人　小野口　譲
H21キャン沢山腹工事における安全対策について
「Change(ﾁｪﾝｼﾞ)」　「Preceding(ﾌﾟﾚｼｰﾃﾞｨﾝｸﾞ)」　「Motivation(ﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝ)」

6 株式会社浜屋組 現場代理人　柳田　勝好
H22松木山腹(キャン沢)工事における安全対策について
「機械関連災害」　｢墜落・転落災害｣　｢健康管理｣

7 中村土建株式会社 現場代理人　皆川　俊政
H22松木山腹(久蔵地区)工事における安全対策について
｢洗い出し｣　｢命綱｣　｢信念｣

8 株式会社山藤組 監理技術者　金子　実
H23安蘇沢二号砂防堰堤補強工事における安全対策について
｢重機、クレーン作業時の安全対策｣　｢土石流対策｣　｢熱中症対策｣

9 中村土建株式会社 現場代理人　小野口　譲
H23久蔵口山腹工事における安全対策について
｢落石災害の防止｣　｢墜落・転落災害の防止｣

10 池下工業株式会社 現場代理人　千木良幸成
H23長手上流砂防堰堤補強工事における安全対策について
｢土石流対策｣　｢砂防堰堤｣　｢重機災害｣

11 石橋建設工業株式会社 現場代理人　小沢　知広
H23安蘇沢三号砂防堰堤補強工事における安全対策について
｢土石流対策｣　｢小さな工夫｣　｢環境対策｣

12 株式会社山田組 現場代理人　倉澤　光一
H23安蘇沢法面対策工事における安全対策について
｢斜面対策｣　｢転落・墜落災害対策｣　｢落石・法面崩落対策｣
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利根川水系砂防安全対策協議会　応募論文

Ｎｏ 請　　負　　者
表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　題

『　　キ　ー　ワ　ー　ド　　』

1 池原工業㈱ 現場代理人 茂木　寿一
H22三原上流第一床固工工事における安全対策について
「砂防堰堤」「重機災害」「自然災害」

2 池原工業㈱
現場代理人
監理技術者

宮崎　篤志
H22白砂川砂防堰堤工事用道路改良工事における安全対策について
「安全対策」「環境保全対策」「台風災害について」

3 ㈱協和エクシオ 現場代理人 藤井　礼樹
H23長野原反射板設置工事における安全対策について
「ヘリによる接触事故」「環境対策」「運搬時の事故」「墜落転落災害」

4 沼田土建㈱
現場代理人
監理技術者

清水　友敏
H23遅沢川第一床固工工事における安全対策について
「重機災害」「墜落転落災害」「緊急時の避難方法」

5 沼田土建㈱ 現場代理人 佐藤　賢一
H23遅沢川第二床固工工事における安全対策について
「重機災害の防止」「出水期施工」「地域への説明の向上」

6 ㈱美才治林業
現場代理人
監理技術者

生方　和樹
Ｈ23吾妻川流域砂防整備工事における安全対策について
「新規入場時教育」「連絡体制の確立」「現場に即した安全対策」

7 渡辺建設㈱ 現場代理人 関　　雄司
H22遅沢川第三床固工工事における安全対策について
「創意工夫」「安全アイテム」「アイデアの試行」

8 渡辺建設㈱ 監理技術者 黒岩　久永
H22田代第四床固工工事における安全対策について
「玉石吊り上げ装置の開発」「異常出水対策」「地域コミュニケーション」

9 渡辺建設㈱
現場代理人
監理技術者

山﨑　利一
H23田代第６帯護岸工事における安全対策について
「防寒対策」「作業員への配慮」「インフルエンザ対策」

10 渡辺建設㈱
現場代理人
監理技術者

水出　善弘
H23田代第７帯護岸工事における安全対策について
「平成２３年度安全重点対策」「第三者災害防止」「工事車両騒音防止対策」

11 池下工業㈱ 現場代理人 西巻克始
H22堀の沢第三砂防堰堤工事における安全対策について
「周辺環境」「作業員の安全確保」

12 岩井土建㈱ 現場代理人 長尾　敢
H22堀の沢第二砂防堰堤工事における安全対策について
「安全対策」「自然災害対策」「過積載防止対策」「環境対策」

13 追川工業㈱ 現場代理人 坂本　治幸
H23烏川流域砂防整備工事における安全対策について
「交通災害」「第三者災害」「機械災害」

14 神宮工業㈱ 現場代理人 小野里 達也
H23堀の沢第二砂防堰堤工事における安全対策について
「砂防堰堤」 「墜落災害」 「飛来落下災害」

15 ㈱研屋 現場代理人 土屋　裕幸
烏川下流砂防堰堤改良工事における安全対策について
「堰堤天端」「墜落災害」「安全帯使用徹底」

16 三原工業㈱ 監理技術者 森下　勝之
滑川第二十二床固工工事における安全対策について
「重機災害」「墜落災害」「騒音・振動対策」

17 萬屋建設㈱ 現場代理人 小野　裕介
H22滑川第19・20帯工工事における安全対策について
「重機災害」「熱中症対策」

18 萬屋建設㈱ 現場代理人 松井　英明
H23滑川第二十三床固工工事における安全対策について
「安全意識の向上」「現場特性の理解・対策」

19 小林建設工業㈱ 現場代理人 木村　正人
H23片品川流域砂防整備工事における安全対策
「管内整備」「安全教育」「第三者対策」

20 角田建設工業㈱ 現場代理人 鈴木　誠
H23仁加又川上流砂防堰堤改良工事における安全対策について
「作業通路の検討」「足場等からの墜落事故防止」「水しぶき対策」

21 沼田土建㈱ 監理技術者 若杉　勝則
砂川砂防堰堤工事における安全管理活動
「関係者一丸」

22 岩田地崎建設㈱ 現場代理人 笈川　利夫
住居附沢砂防堰堤工事における安全対策について
「無事完成について」

23 上原建設㈱ 現場代理人 安藤　収
H23下久保集水井（D１０）及び工事用道路工事における
「第三者災害防止」「熱中症対策」「環境対策」

24 黒澤建設㈱ 現場代理人 福田　久幸
H22滝の沢砂防堰堤工事における安全対策について
「土石流対策」「安全意識の持続」「緊急避難訓練」

25 塚本建設㈱ 現場代理人 加部 俊昭
H22栢ヶ舞拡幅工事用道路工事における安全対策
「車両事故防止対策」「飛散防止対策」「コミユニケーショ ン活動の充実」

26 塚本建設㈱ 現場代理人 神宮　純久
H23神流川流域砂防整備工事における安全対策について
「事前調査」「対策」「創意工夫」

27 中日本航空㈱ 主任技術者 鈴木　浩二
利根砂防管内レーザ等測量業務における安全対策について
「余裕の必要性」「主任技術者の役割」「安全管理の伝達」

著　　　　　　者
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第１３回　関東地方整備局「砂防関係工事安全施工研究発表会」参加者集計表

○最優秀賞

わたなべけんせつ かぶしきかいしゃ くろいわ　ひさなが

渡辺建設株式会社 黒岩　久永

○優秀賞

らいとこうぎょう かぶしきがいしゃ たまお　よしゆき
ライト工業株式会社 玉尾　由享

○奨励賞

H23 華厳上流工事用道路工事における安全対策について
　　　　　　ケゴンジョウリュウコウジヨウドウロコウジ　　　　　　　　　　　　　　　アンゼンタイサク

こうもとこうぎょう かぶしきがいしゃ なかむら　じゅんいち
河本工業株式会社 中村　純一

○奨励賞

Ｈ22松木山腹
マツキサンプク

(キャン沢
サワ

)工事
コウジ

における安全対策
アンゼンタイサク

について

かぶしきがいしゃ はまやぐみ やなぎだ　かつよし

株式会社浜屋組 柳田 勝好

○奨励賞

砂防
サボウ

（集水
シュウスイセイ

井）工事
コウジ

における安全
アンゼン

対策
タイサク

について

かぶしきがいしゃ やまぐちぐみ くぼ　しんじ

株式会社  山口組
　　　　　　　　　　　　　　

久保　晋治

H22田代
タシロ

第
ダイ

四
ヨン

床
トコ

固
ガタメコウコウジ

工工事における安全
アンゼン

対策
タイサク

について

木挽崩沢
コビキガレサワ

崩壊地
ホウカイチ

対策
タイサク

工事
コウジ

における安全
アンゼン

対策
タイサク

について

最終審査結果
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