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◆◆関東地方整備局の動き◆◆ 

１． XRAIN 降雨観測エリア拡大！！ XRAIN でほぼ関東一円をカバー！！  
関東地方整備局 

河川部 水災害予報センター  

関東地方整備局管内において、新規整備・精度検証を行っておりました、X バンド MP レーダ 3 基の運用を

開始します。 

 既設局 2 基を含め関東エリアを 5 基の観測局にて運用を行い、ゲリラ豪雨等の雨量情報をいち早く提供しま

す。 

 新設サイトの運用開始により群馬県、栃木県、千葉県、茨城県、山梨県の観測エリアが拡大するとともに、

東京都、神奈川県、埼玉県の既存エリアについても複数基で観測される範囲の観測精度が向上します。 

 

 ○配信開始時刻：平成 25 年 9 月 5 日(木) 14 時 00 分 

 「新設 3 基」 

  ○八斗島局：群馬県伊勢崎市地先 

  ○氏家局：栃木県さくら市地先 

  ○船橋局：千葉県船橋市地先 

（注）平成２５年９月４日発生の竜巻により、実際の運用開始は平成２５年９月６日（金）でした。 

 

詳しくは、関東地方整備局ホームページでご覧いただけます。 

 http://www.ktr.mlit.go.jp/kisha/river_00000103.html 

 

 

２．平成２５年度建設技術フォーラム ～出展技術決定のお知らせ～ 

 
関東地方整備局 

企画部  

建設技術や建設技術の開発・活用の取り組みについて情報を発信し、公共事業に係る技術者の知識の習

得及び技術の向上を目的として開催します。 

 

 開催日時  平成 25 年 11 月 7 日(木) 10 時 30 分～17 時 00 分 

         平成 25 年 11 月 8 日(金) 10 時 30 分～16 時 30 分 

 開催場所  さいたま新都心合同庁舎 1 号館 

 

 平成 25 年度建設技術フォーラムの建設技術発表及びポスターセッション・パネル展示の出展技術が決定し

ました。 

http://www.ktr.mlit.go.jp/kisha/river_00000103.html


 ●出展技術 

  (1)点検・診断・モニタリング技術 9 技術 

  (2)長寿命化・補修・補強技術 14 技術 

  (3)情報化施工技術 4 技術 

 ●特別展示 

  (1)ITS 技術 

  (2)土木学会建設用ロボット委員会パネル展示 

 

 ※詳細については、関東地方整備局ホームページでご覧いただけます。 

  関東地方整備局ホームページより：TOP ページ下方の「建設技術フォーラム」バナーをクリック 

  (URL：http://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000034.html) 

 

 

詳しくは、関東地方整備局ホームページでご覧いただけます。 
 http://www.ktr.mlit.go.jp/kisha/kikaku_00000145.html 
 

 

３． 「遊ぼう！学ぼう！たろうえもん（秋）」参加者募集 

荒川上流河川事務所  

荒川太郎右衛門地区自然再生協議会では、平成 15 年度より、国土交通省・地元自治体・NPO・地元住民

が一体となって自然再生地でいろんな活動や取り組みをしています。 

 3 回目となる今回のイベントでは、県の蝶である「ミドリシジミ」を増やすために、「ハンノキの移植」を行ないま

す。また、子どもも楽しめる「しのてっぽう作り」を体験できるコーナーもあり、どなたでも参加できるイベントとな

っております。 

 

 日時：平成 25 年 11 月 9 日(土) 13 時 30 分から 16 時まで(小雨決行) 

     (荒天延期日平成 25 年 11 月 16 日(土)) 

 場所：荒川太郎右衛門自然再生地 

 参加費：無料 

 

  ホームページアドレス：http://www.ktr.mlit.go.jp/arajo/arajo_index025.html 

 

 

詳しくは、関東地方整備局ホームページでご覧いただけます。 

http://www.ktr.mlit.go.jp/kisha/arajo_00000076.html 

 

http://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000034.html
http://www.ktr.mlit.go.jp/kisha/kikaku_00000145.html
http://www.ktr.mlit.go.jp/arajo/arajo_index025.html
http://www.ktr.mlit.go.jp/kisha/arajo_00000076.html


４．警察・自治体・道路管理者がタッグを組んで、違法駐車、ポイ捨て撲滅の啓発活

動を行います 

 
北首都国道事務所  

国道 298 号沿線の本線及び側道部では、違法駐車やポイ捨て行為により道路上に大量のゴミが散乱する

など、道路環境の悪化が深刻化している状況です。 

 この状況を改善するため、警察、自治体、道路管理者の関係者による「国道 298 号違法駐車・ポイ捨て対策

検討会」を平成 22 年度から開催し、様々な対策を行っているところですが、依然として本線上の違法駐車・ポ

イ捨てや、側道におけるポイ捨て、家庭ゴミ等の不法投棄は後を絶ちません。 

 そこで、道路利用者の更なるマナー意識の向上と、沿線地域の環境改善を図るため、平成 25 年秋の全国

交通安全運動の期間中、国道 298 号の側道部において、違法駐車、ポイ捨て撲滅に向けた啓発活動及び清

掃活動を実施します。 

 

 (1)実施時期：平成 25 年 9 月 25 日(水) 午前 9 時 40 分から 2 時間程度 

         (雨天決行なお、気象警報等発令時は中止します) 

 (2)実施場所：埼玉県三郷市内の国道 298 号側道部 

         (中川下水処理センター(西)交差点～天神 1 丁目(西)交差点の上下線約 2.2 キロメートル区間) 

 (3)実施内容：約 100 人の参加者による、安全できれいな道づくり 

         「やめよう違法駐車&ポイ捨て」啓発活動及び清掃活動 

 ★実施に先立ち、三郷市長、警察署長による出陣式を行います。 

 ★取材の方は、駐車場を用意しておりますので事前に下記問い合わせ先北首都国道事務所まで、ご連絡 

 下さい。 

 

詳しくは、関東地方整備局ホームページでご覧いただけます。 
 http://www.ktr.mlit.go.jp/kisha/kitasyuto_00000083.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ktr.mlit.go.jp/kisha/kitasyuto_00000083.html


５．国営アルプスあづみの公園（大町・松川地区）「渓流レクリエーションゾーン」

オープン！ 

国営アルプスあづみの公園事務所  

●国営アルプスあづみの公園に新しいエリア「渓流レクリエーションゾーン」が 9 月 28 日(土)に開園します。 

 「渓流レクリエーションゾーン」は、北アルプスの 3,000 メートル級の山々から流れ出る清冽な水を育む渓流

や、生活に密着した農業用水そのものを活かしながら、水辺の魅力と楽しみを満喫できる空間を提供する

ゾーンです。 

●「渓流レクリエーションゾーン」は、現在開園しているセンターゾーン、林間レクリエーションゾーンの南側に位

置する約 14 ヘクタールのエリアで、隣接する保全ゾーンの一部未開園であった約 11 ヘクタールと合わせて

開園します。 

 これにより、本公園の整備計画面積約 349 ヘクタールのうち約 131 ヘクタール(約 38 パーセント)が開園す

ることとなります。 

●今回開園するエリアの主な見どころ(主要ポイント)、施設は本文資料(PDF)別紙 1 のとおりとなります。 

 

●開園を記念して以下のイベントを実施します。 

 ◆オープニングイベント 

  ・安曇野のソバの振舞(限定 500 食) 

  ・ウェルカム合唱団によるコンサート 

 ◆特別体験プログラムイベント 

  ・渓流特別散策 

  ・ロープで木登り「ツリーイング」 

 

詳しくは、関東地方整備局ホームページでご覧いただけます。 
 http://www.ktr.mlit.go.jp/kisha/azumino_00000008.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ktr.mlit.go.jp/kisha/azumino_00000008.html


６．山梨の各道の駅から新鮮な情報を発信します 
「道の駅」山梨県ブロック連絡会 

甲府河川国道事務所 

山梨県  

道の駅からの旬なお知らせや緊急情報の提供のため、「道の駅」山梨県ブロック連絡会がツイッターを開設

しました。 

 

■概要 

○山梨県内各道の駅の旬な情報や県内道路情報等の発信を、ひとつのツイッターで入手することができま 

す。 

 

 連絡会 Twitter アドレスは、 

  http://twitter.com/michiyamanashi 

 

○提供する情報項目 

 道の駅のイベント情報、当該市町村でのイベント情報、季節に応じた特産品情報や観光情報、災害情報、 

および道路情報※(雨量、災害、冬季規制、交通規制等) 

 ※ 道路情報については、甲府河川国道事務所および県のツイッター情報から発信されます。 

 

○山梨県内の道の駅では、ツイッター開設をひとつの取り組みとして、引き続き連携した取り組みを行っていき 

たいと考えています。 

 
 

詳しくは、関東地方整備局ホームページでご覧いただけます。 

 http://www.ktr.mlit.go.jp/kisha/koufu_00000171.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ktr.mlit.go.jp/kisha/koufu_00000171.html


７．第１２７回まちづくり懇話会の開催される 

～環境・緑からの都市再生の理念と方法～ 
第127回まちづくり懇話会 

「環境・緑からの都市再生の理念と方法」 

講師：涌井雅之（東京都市大学 教授） 

 

 去る6 月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針」（いわゆる「骨太の方針」）における

日本再興戦略の一つとして、国際競争力のある大都市の形成や地方都市におけるコンパクトシティの

実現が位置付けられており、その実現手法として、PPP/PFI の活用など民間の資金・ノウハウを活用

した都市と社会インフラの一体的再生について検討を進めることとされています。 

 一方、近年の大都市部における民間都市開発では環境に配慮した不動産の付加価値について研究が

進められており、再開発の差別化や企業CSR の延長上に、緑地の確保などに向けた新たな動きがみら

れると共に環境不動産価値への主張などが生まれ従来市場経済に馴染みにくかった新たな緑地の価

値づけへの議論が澎湃として起きつつあります。 

 今回のまちづくり懇話会では、ランドスケープアーキテクトとして幅広い分野でご活躍中の涌井雅

之氏を迎え、今後の「都市再生」を通じた日本再興に向けて、美しく風格ある都市を実現するための

理念と方法論について論じて頂きます。 

 

■日 時：2013 年 9 月 26 日( 木)18：30 ～ 20：30 

■会 場：丸ビル 8Ｆ コンファレンススクエア Room4 

     （東京都千代田区丸の内 2-4-1） 

■主 催：公益社団法人 日本都市計画学会 

■参加費：一般 3,000 円/ 学生 1,000 円（当日受領） 

■定 員：80 名（先着順） 

■お申し込み方法： 

 下記申込書または、本会 HP よりお申し込み下さい。 

■お問い合わせ： 

 公益社団法人日本都市計画学会 まちづくり懇話会係 

 TEL. 03-3261-5407, E-Mail. cpij-conwakai@cpij.or.jp 

 URL. http://www.cpij.or.jp/index.html 
 

詳しくは、公益社団法人日本都市計画学会ホームページでご覧いただけます。 
 http://www.cpij.or.jp/index.html 
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◆◆国土交通本省の動き◆◆ 

１．平成２５年度 国土交通省国土技術研究会の開催について 

平成２５年度国土交通省国土技術研究会を下記のとおり開催いたしますのでお知らせいたします。 

  

■今年度の開催内容における特徴 

・社会資本の維持管理・更新をテーマにした特別講演及び特別課題（パネルディスカッション）の実施  

  

                           記 

  

開 催 日 ： 平成２５年１１月７日（木）～８日（金） 

開催場所 ： 国土交通省（中央合同庁舎２号館） 

開催概要 ：  １１月７日(木)  特別講演※1、特別課題※2、指定課題、 

                   自由課題（アカウンタヒﾞリテｨ部門）、ホﾟスタｰセｯシｮン 

         １１月８日(金)  自由課題（一般部門、イノヘﾞｰシｮン部門）、ホﾟスタｰセｯシｮン 

  

※1：特別講演 

    ≪講 師≫ 家田 仁 氏 （東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻教授） 

    ≪テーマ≫ 今後の社会資本の維持管理・更新のあり方（仮） 

※2：特別課題（パネルディスカッション） 

    社会資本の維持管理・更新をテーマにしたパネルディスカッションの実施 

  

  

そ の 他： 一般参加可能 参加費無料 プログラムなど詳細は後日お知らせ致します。 

  

関連 URL：http://www.mlit.go.jp/chosahokoku/giken/index.html  

（９月下旬より参加申込受付開始予定） 

  

 国土技術研究会は、社会資本整備における中長期的又は緊急的に取り組むべき技術的な課題等につい

て、研究成果、現場での取組や新しい技術の活用に関して発表を行い、社会資本整備に関する技術の研鑚

を目的に開催するもので、今回で６７回目を迎えます。 

発表課題は、指定課題、自由課題３部門、ポスターセッション、特別課題からなり、各課題の発表者は、国土

交通省、独立行政法人、地方公共団体等の技術者です。聴講者は、学会、民間を含めた広く一般の技術者

が参加されます。 

  
詳しくは国土交通省ホームページでご覧いただけます。 

 http://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo08_hh_000230.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mlit.go.jp/chosahokoku/giken/index.html
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２．道路案内標識における英語表記について 

 観光立国の実現に向け、道路案内標識が外国人旅行者にも分かりやすいものとなるよう、国会周辺を対象

に英語表記に改善する取組を実施しているところですが、観光地域を対象に、取組を拡大することとしました

のでお知らせします。 

 

＜先行的に取り組む観光地域＞ 

「訪日外国人旅行者の受入環境整備事業」における戦略拠点・地方拠点 

添付資料 

道路案内標識における英語表記について（PDF 形式）  

道路案内標識改善方針（案）について（PDF 形式）  

道路案内標識の英語表記の改善の取組に関する協力について（依頼）（PDF 形式）  

 

 
詳しくは国土交通省ホームページでご覧いただけます。  

 http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000377.html 

 

３．国土交通省南海トラフ巨大地震対策計画中間とりまとめの公表について 

国土交通省では、平成２５年７月１日に「国土交通省南海トラフ巨大地震・首都直下地震対策本部」及び

「対策計画策定ワーキンググループ」を設置し、検討を進めて参りました。この度、「国土交通省南海トラフ巨

大地震対策計画中間とりまとめ」を策定しましたので、お知らせします。 

  なお、本会議の開催の案内については下記をご参照ください。 

http://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo03_hh_000670.html 

添付資料 

【報道発表】国土交通省南海トラフ巨大地震対策計画中間とりまとめの公表について（PDF 形式）  

【資料１】国土交通省南海トラフ巨大地震対策計画中間とりまとめについて（PDF 形式）  

【資料２－１】国土交通省のミッションと応急活動計画の概要（PDF 形式）  

【資料２－２】［本文］国土交通省南海トラフ巨大地震対策計画中間とりまとめ（PDF 形式）  

【資料３】［別紙１］国土交通省の総力を挙げて対応すべき７つの重要テーマと１０の重点対策箇所（PDF 形

式）  

【資料４】［別紙２］今後議論を深めていくべき課題（PDF 形式）  

 

 
詳しくは国土交通省ホームページでご覧いただけます。 
http://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo03_hh_000673.html 
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４．全国の地籍調査実施状況について 

平成２５年３月末時点における全国及び地方公共団体の地籍調査の進捗率を取りまとめましたのでお知ら

せします。結果は、地籍調査ウェブサイト（http://www.chiseki.go.jp/index.html）からご覧いただくことができま

す。 

１．事業の概要 

地籍調査とは、国土調査法に基づき、主に市町村が主体となって、土地の所有者、地番、地目を調査し、

境界の位置と面積を測量する調査です。地籍調査が行われることにより、その成果は登記所にも送られ、登

記簿の記載が修正され、地図が更新されることになります。 

  地籍調査は国土調査法が制定された昭和２６年から行われています。昭和３７年には国土調査促進特別

措置法が制定され、国土調査事業十箇年計画に基づき計画的な調査が行われるようになりました（現在の第

６次国土調査事業十箇年計画は、平成２２年に閣議決定）。  

２．全国の地籍調査実施状況 

平成２５年３月末現在、地籍調査の進捗率は全国で５０％となっています（別紙１）。地域区分別に見ると、

土地が細分化され権利関係が複雑な都市部（DID）や高齢化が進展している山村部（非 DID:林地）において

進捗率が低くなっています（それぞれ２３％、４３％）。 

３．地域ごとの地籍調査実施状況 

都道府県ごとの地籍調査の進捗率は、別紙２のとおりで、８～９９％とかなりのばらつきがあります。これ

は、地方公共団体の予算や人員に制約があること等が背景になっています。 

  また、市区町村ごとの進捗率は、地籍調査ウェブサイトに掲載しています。あわせて、お住まいの地区の地

籍調査が実施済みかどうかが分かる地籍調査実施地区を示した地図も掲載しています（平成２３年度末時点

の状況について、各市区町村からの情報を基に作成）。 

添付資料 

全国の地籍調査実施状況について（平成 25 年３月末時点）（PDF 形式）  

（別紙１）全国の地籍調査実施状況（PDF 形式）  

 

 
詳しくは国土交通省ホームページでご覧いただけます。 

 http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo06_hh_000011.html 

 

５． 「美しい水辺とまち」風景写真募集について 

国土交通省は、地域のシンボルとなっている「美しい水辺とまち｣をテーマに風景写真を募集します。 

私たちの住んでいるまちにある川や水辺の様々な魅力や価値を再認識するとともに、他の地域の水辺の風景

に接することにより、今後の水辺づくりを考えるきっかけとなることを期待します。 

国土交通省水管理・国土保全局では、水辺とまちの未来のかたちをデザインし、持続可能な未来の創造に

貢献するための｢水辺とまちの未来創造プロジェクト｣※の一環として、観光庁とも協力し、地域のシンボルとな

っている「美しい水辺とまち｣をテーマに、地域が誇る美しい水辺とまちの姿を表現した風景写真を募集しま

す。 

 「美しい水辺とまち」風景写真募集要項は別紙 1 のとおりです。 

  

※｢水辺とまちの未来創造プロジェクト｣とは 

http://www.chiseki.go.jp/index.html
http://www.mlit.go.jp/common/001008030.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001008031.pdf
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo06_hh_000011.html


  世界の名だたる都市では、水辺が周辺のまち並みと一体となり美しく風格のある空間を  形成している一   

方で、我が国では、国の経済的な発展とともにかつての“地域の顔”としての美しい水辺を喪失してしまってい

ます。 

  現在進められている防災・減災対策や社会資本の老朽化対策と一体となって、地域を代表する川と周辺

の街並みが一体となって美しく風格のある空間を形成することを目的に、[1]まちにある川や水辺空間の賢い

利用、[2]民間企業等の民間活力の積極的な参画、[3]市民や民間を巻き込んだソーシャルデザインの３つを

基本コンセプトとして、水辺とまちの未来のかたちをデザインし、持続可能な未来を創造するプロジェクトです。 

添付資料 

【報道発表】｢美しい水辺とまち｣風景写真募集について（PDF 形式）  

【別紙 1】｢美しい水辺とまち｣風景写真募集要項（PDF 形式）  

【別紙 2】受付窓口（PDF 形式）  

応募用紙（PPT 形式）  

 
詳しくは国土交通省ホームページでご覧いただけます。 

 http://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo03_hh_000688.html 
 
 

６．「100ｍｍ/ｈ安心プラン」“全国初”の登録 

国土交通省水管理・国土保全局は、近年、短時間の局地的な大雨（いわゆるゲリラ豪雨）等により、浸水

被害が多発していることから、この対策として、局地的な大雨に対しても住民が安心して暮らせるよう、河川と

下水道のハード整備や、住民の避難行動を支援するためのソフト対策により、住宅地や市街地の浸水被害

等の軽減を図る、「100mm/h 安心プラン※」登録制度を創設し、この度申請のあった 5 件の計画について、全

国で初めての登録を行いました。 

 登録された計画の概要については、添付資料の通りです。 

※100mm/h 安心プランとは 

 河川管理者及び下水道管理者による河川と下水道の整備に加え、住民（団体）や民間企業等の参画のも

と、浸水被害の軽減を図るために実施する取組を定めた計画。 

添付資料 

報道発表（PDF 形式：120KB）  

登録された計画の概要（PDF 形式：2,070KB）  

 
 
詳しくは国土交通省ホームページでご覧いただけます。 

 http://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo03_hh_000689.html 
 
 

http://www.mlit.go.jp/common/001011223.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001011224.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001011221.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001011222.pot
http://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo03_hh_000688.html
http://www.mlit.go.jp/common/001011615.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001011616.pdf
http://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo03_hh_000689.html


政策広報「関東の窓」第８７号 
 
◆◆地域の動き◆◆ 
 

世界初の「溶岩導流堤」について 

東京都大島支庁土木課 

１．はじめに 

伊豆大島では、1986 年の三原山の噴火により、溶岩が元

町地区に流出し、全島民が島外避難を余儀なくされる事態と

なり、これを契機に「伊豆大島総合溶岩流対策事業」に着手

しました。本事業は、溶岩流や泥流を対象とした、導流堤・堆

積工等を整備するハード対策と、警戒避難体制構築の一環

として雨量計等を設置するソフト対策から構成されています。 

 一方、大島支庁内においては、３K（観光・環境・危機管理）

ポリシーを定め、島の観光、環境、危機管理に寄与する基盤

整備に向けて、事業を進めています。 

 

２．大宮沢溶岩導流堤整備事業の概要 

２－１．世界初の「溶岩導流堤」 

事前に予防対策としてつくられた溶岩導流堤は、世界

初の事業で、過去の火山活動から対象とする溶岩流の噴

出場所や規模等を想定し計画しています。 

過去の火山活動の記録から、噴火形態と溶岩流の規

模等を整理し、大規模の山頂噴火をシミュレーションした

結果、噴火後、数時間で外輪山を越流し、野増地区まで

短時間で流下する可能性が指摘されたため、野増地区を

最優先地区として溶岩対策を実施するに至りました。 

 野増地区の被災を防止する対策施設として、「山腹、山

麓での堆積工による貯留」、「山腹、山麓での導流」等を

検討しました。山頂から野増地区までの急な斜面を約

2000万m3（東京ドーム約20杯分）の溶岩が流下するため

図 2 1986 年噴火時の様子 

図 3 野増地区溶岩流流下予想イメージ 

 

【計画諸元】 

・噴火規模：135±50 年確率の大規模噴火 

・山頂噴出溶岩量：1 億 m3 

・野増地区への溶岩流下量：2 千万 m3 

（参考）・野増地区人口 326 世帯 556 人 (H25.1.1) 

 

図１ 位置図 
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※導流路を掘削し、その土砂を盛土し築堤します。

堤外地 堤内地

掘削
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※導流路を掘削し、その土砂を盛土し築堤します。

堤外地 堤内地

「堆積工に貯留」は困難と考えられました。「溶岩流の導流」は、急斜面が続き途中で堆積しない

ため導流条件として良好、割れ目噴火に対しても導流効果が期待できる、といった利点があり、

「溶岩導流堤」を採用しています。 

２－２．導流堤の配置について 

 導流堤の配置については、海から外輪山まで整備することは施工上困難かつ環境への影響が

大きくなり、一方、下流の山麓だけでは勾配がゆるく効果的な導流が期待できないといった問題

点がありました。このことから、導流効果を高めつつ、保全家屋や景勝地である大宮の松原や大

宮神社が堤外とならないよう配慮し、上流側は溶岩流を野増地区に流下させないために必要か

つ十分な位置を定めました。なお、最終案とした導流堤計画については、現況時の溶岩氾濫被害

の抑制効果を数値シミュレーションにより確認しています。 

２－３．堤体構造について 

 島内においては、土捨て場の確保が困難であり、また国立公園内でもあることから、大量の残

土発生は避ける必要がありました。そのため、導流路を掘削しその土砂を盛土として築堤し、土砂

収支ができるだけ一致するよう計画しています。堤外側は溶岩の流下断面を確保するために、補

強盛土工法を選定し、その中でも、経済性に優れ施工実績が豊富で、重機の使用が少なく狭隘な

場所での施工が可能等の理由からテールアルメ工法を採用しました。 

 

 

 

野野増増地地区区  野野増増地地区区  

無無施施設設時時（（現現況況時時））  導導流流堤堤完完成成時時  

溶溶岩岩流流シシミミュュレレーーシショョンン

にによよりり氾氾濫濫被被害害  
抑抑制制効効果果をを確確認認  

図 4 溶岩流流下シミュレーション 

 



図 5 標準横断図 

 

 

 

 

 

３．環境への配慮について 

３－１．法面緑化工法の選定 

 大島のような自然環境に配慮すべき地域では、種の保存・保全の強化等が求められています。

当事業においてもこれらに配慮し、法面緑化工においては、島外で従来実施されてきた外来植物

を主体とした緑化を避け、近年、採用事例が増加している「森林表土利用工法」を導入しました。 

 「森林表土利用工法」は、施工地周辺の森林表土に含まれる埋土種子を採取し、表土ごと法面

に播種することで、自生種による植生復元を可能とする工法です。 

 埋土種子は緑化速度が遅く、施工１～２年目以降に出現種数が増えますが、その間、埋土種子

が雨などで流されることが懸念されたため、袋状マット内部に表土を注入し、種子を長期間保護で

きる「客土注入マット工法」を導入しました。また表土採取地は、工事工区内の切土対象区とした

ため、残土表土のリサイクル化が図られ、併せて基盤材の購入量を抑えることが出来ました。 

 

 

 

 

【事業規模】 

・事業延長  1,400ｍ   
(うち溶岩導流堤延長 1,000m) 

・施設規模 最大高約     21m 

最大底幅約   60m 

導流堤天端幅 10m 

掘削約 430 千 m3 

盛土約 330 千 m3 

残土約  70 千 m3 

・施工年度  平成 10～25 年度 

・事 業 費  約 35 億円 

・整備延長  1,400m （H25 完成） 

図 9 施工５ヶ月後の植生 

 

図 8 表土基盤材注入状況 

 

図 7 表土採取地 

 

図 6 整備後の様子(上空より) 



 

３－２．周辺植物及び生物への影響について 

 大宮沢溶岩導流堤の整備にあたっては、「自然公園法に基づき、改変地域及びその周辺の鳥

類相及び植物相の経年の変化を確認すること」という条件付きで許可されたため、平成 11 年から

平成 24 年にわたり環境調査を実施してきました。 

 平成 11 年には 22 種だった鳥類については、近年の調査では 40種から 50種程度確認されるよ

うになり、改変後の鳥類相は概ね安定してきています。また、植物についても前項で行った法面緑

化箇所において、オオバヤシャブシが成育し早期に樹林化しつつあります。 

平成 24 年度調査では、下表のように植物 13 種、鳥類 10 種の注目種が確認されました。 

また、漁業資源への影響等を把握するため、魚介類についても経年調査を実施しており、平成

22 年度から 3 ヵ年行われた調査結果からは、大宮沢河口部の魚介類の種類については、ほぼ変

化がないことが分かっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 種数 注目種（平成 24 年度） 
植物 13 種 イズノシマダイモンジソウ、ハマナデシコ、ツリガネニンジン、イソギク、ハマカンゾ

ウ、スカシユリ、ハマオモト、エビネ、ナギラン、ハチジョウシュスラン、カゴメラン、
シュスラン、コクラン 

鳥類 10 種 ミサゴ、オオミズナギドリ、クロサギ、ハイタカ、ノスリ、サシバ、カラスバト、アオバ
ズク、アマツバメ、オオルリ 

調査年度 種数合計 主な魚介類 
平成 22 年度 32 目 55 科 96 種 フクロフノリ、クマノコガイ、クボガイ、コシダカサザエ、バフンウ

ニ、アカウニ等 
平成 23 年度 33 目 56 科 92 種 フクロフノリ、クマノコガイ、クボガイ、コシダカサザエ等 

平成 24 年度 32 目 61 科 105 種 トコブシ、クマノコガイ、サザエ、コシダカサザエ、バフンウニ、アカ
ウニ、ムラサキウニ等 

図 12 法面緑化状況 

 

図 11 ミサゴ 

 

図 10 イズノシマダイモンジソウ 

 

図 13 トコブシ 

 



 

４．施設の利活用について 

  三原山は、いつ大規模噴火してもおかしくない状況であるが、平常時における本施設の多目

的利用を積極的に推進し、地域活性化に資する整備が望まれており、施設完成後の周辺環境と

調和の取れた有効活用について、地元の意見をふまえながら進めてきました。 

 利活用の検討にあたっては、大島町、大島町議会、各種団体、大島支庁からなる検討会におい

て、整備後の利活用に関する基本方針や、導入施設、規模及び利用形態の基本計画、多目的利

活用にあたって施設運営、維持管理に必要な項目や体制について意見交換を行いました。 

 検討会における最終整備案をふまえ、施設規模、費用対効果、大島町等、関連する諸団体との

協議、調整を重ねた結果、堤外地へのオオシマザクラの植栽のほか、観光客や地元の方々の散

策等を目的とした、①管理用道路の散策路活用、②導流堤上への展望広場、駐車場等の整備、

③散策路への案内サインの設置を行いました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．おわりに 

 平成 10 年より着手した大宮沢溶岩導流堤整備事業については、平成 25 年度完成予定です。し

かし、伊豆大島における総合溶岩流対策施設の土砂整備率は、未だ 42％に留まっている状況で

す。（平成 24年度末）今後も側噴火、火山泥流等の対策を様々な観点から検討を行い、大島支庁

が定める３Ｋポリシーを元に、環境や景観について配慮し、事業を推進してまいります。 
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