平成 25 年台風 26 号に伴う
伊豆大島土砂災害対策事業について
堺
建設局

河川部 改修課

健太郎

（〒163-8001東京都新宿区西新宿2-8-1）

東京都は、平成25年10月に伊豆大島で発生した土砂災害を受け、甚大な被害が発生した元町
地区を中心とした土砂災害対策工事や、土砂災害（特別）警戒区域の指定等を実施してきた。
本稿では、伊豆大島土砂災害対策検討委員会の報告に基づき実施した、元町地区大金沢におけ
る応急対策、短期対策、ソフト対策及び現在実施している流路改修、中長期対策について報告
する。
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1. はじめに
伊豆大島では、平成 25 年 10 月 15 日から 16 日に
かけて台風 26 号接近に伴う豪雨により元町地区を中
心とした地域において大量の流木を伴う土石流が発
生し、甚大な被害を受けた。
特に被害が甚大であった元町地区は伊豆大島の西
部に位置しており、土石流が発生した大金沢上流域
は右支川、本川、左支川の３流域で構成されている。

かけて、強い雨域が伊豆大島付近に停滞し、時間最
大 122.5 ㎜、24 時間雨量 824 ㎜の降雨（10 月平均降
水量の 2.5 倍）を記録した（伊豆大島における観測
史上最大）。

図-2 降水状況

大金沢（元町地区）

図-1 位置図

2. 伊豆大島土砂災害の概要
(1)台風 26 号による降雨状況
伊豆大島では台風第 26 号の接近に伴い元町地区周
辺で平成 25 年 10 月 16 日の午前 0 時から午前 6 時に

(2)崩壊発生の主因
今回の土砂災害の発生主因は大きく２つ挙げられ
る。噴火活動が活発な時期と活発ではない時期があ
るため、透水層と難透水層が互層構造となっている
伊豆大島特有の地層構造と、元町地区上部の急な斜
面に記録的な強い豪雨が短時間に集中したことの２
つの要因が複合し、上流域の広範囲で崩壊と浸食が
発生したと考えられる。
(3)元町地区における被害発生状況
台風 26 号に伴う豪雨により、元町地区周辺の長沢、
大金沢、八重沢、佐久川、大宮沢等で土石流が発生
した。これにより島内各所で被害が発生したが、特
に大金沢流域では土石流が市街地を急襲したため、
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被害が甚大となった。以下、大金沢における被害発
生状況について述べる。
発災当時は大金沢における砂防施設として、本川
堆積工及び右支川堆積工及び本川堆積工下流の流路
が完成していた。大金沢の山腹斜面は平滑な急斜面
が多くかつ樹木が密生していたが、広範囲で樹木も
ろとも土石流となって流出し、三原山外輪山の急斜
面をガリを発達させながら流下した。
本川、右支川で発生した土石流の大半は、既設の
堆積工に流入して補足され、元町地区中心市街地の
被害軽減に大きく寄与した。一方、左支川で発生し
た土石流は神達の尾根と呼ばれる低い尾根を乗り越
えて流出し、神達地区の住宅等を押し流して甚大な
被害が発生した。

図-5 大金沢流路沿川の被害発生状況

3. 伊豆大島土砂災害対策検討委員会報告に基づく
土砂災害対策

図-3 大金沢流域における土石流発生状況

(1)委員会報告について
崩壊斜面の拡大、残存している不安定土砂流出の
可能性、今後想定される噴火による災害も見据えた
土砂災害対策の検討が必要であること等を踏まえ、
「伊豆大島土砂災害対策検討委員会」（以下、委員
会と呼ぶ）が設立された。
委員会の報告では、ハード、ソフト対策を組み合
わせ総合的な土砂災害対策を実施することと、特に
被害の大きかった元町地区では、ハード対策を応急
対策、短期対策、中長期対策の３段階に分けて段階
的に実施することが報告された（H26.3）。
表-1 各対策の実施スケジュール

図-4 本川堆積工における流木補足状況

また、流出した土石流の一部は大金沢の流路に流
入した。土石流に多量に含まれていた流木が橋梁部
で閉塞し、そこから溢れた土石流が流路沿いの住宅
等を損壊しつつ流下し被害が拡大した。
今回の土砂災害により、死者行方不明者 39 名家屋
被害 400 棟以上の甚大な被害となった。

(2)応急対策
応急対策は発災直後から平成 26 年出水期までに実
施するものであり、発災後に上流域に残存している
不安定土砂が流下しても被害が発生しないことを目
標とする。対策内容としては、土石流の尾根越えを
防止しこれを確実に既設堆積工に導流するための
「導流堤」、不安定土砂量の流入に対し容量が不足
する「既設大金沢本川堆積工の嵩上げ」の２つであ
る。何れの対策も平成 26 年出水期までに完了した。
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右支川導流堤

図-8 左支川仮導流堤

左支川仮導流堤

本川堆積工嵩上げ

図-6 応急対策平面図

a) 右支川導流堤
右支川では発生した土石流の大半が既設右支川堆
積工に導流されたが一部低い尾根を乗り越えて流出
したため、導流堤を設置した。本施設は施工性・経
済性の観点から土堤形式とした。また、管理用通路
の切り替えが最短となる霞堤形状とし土石流による
衝撃に対応するため土堤表面を間知ブロックで被覆
している。

図-7 右支川導流堤

b) 左支川仮導流堤
左支川において山腹上流域に堆積している不安定
土砂が流下してもこれを確実に既設本川堆積工に導
流させるため、神達の尾根沿いに導流堤を設置した。
土堤形式の場合、町道部まで用地が必要となるため、
用地の制約がなく土石流の流体力に耐えられる鋼矢
板形式を採用した。想定と異なる硬く厚い溶岩層（N
値換算約 38,000）が存在したため、打設時にオーガ
が何度も破損するなど施工は困難を極めたが、平成
26 年出水期までに鋼矢板を設置することができた。

c) 本川堆積工嵩上げ工事
不安定土砂量に対して、除石後の本川堆積工の容
量では約 13,000m3 不足することから、これに対応す
るため本川堆積工の下流側堰堤を 1.5ｍ嵩上げした。
これに伴い堤体の安定性を確保するため上流側に
1.5ｍ増厚した。

図-9 本川堆積工の嵩上げ

d) 航空実播工
発災から約１年が経過した頃、降雨に伴う山腹裸
地斜面からの表面土砂の流出が進み、ガリの発達が
顕著となったことから、追加的な応急対策として航
空実播工を実施した。航空実播工は種子、肥料、水
等で構成されたスラリーをヘリコプターから散布し、
植生を早期に回復させて山腹の表面土砂流出を防止
するものである。種子の選定にあたっては環境省と
協議し、在来種を主体として選定した。
航空実播施工後約２年が経過した時点で、山腹斜
面は在来種であるヤシャブシを主体とする植生が繁
茂する状況となっている。

図-10 航空実播工

(3)短期対策
短期対策は、平成 26 年出水期から平成 28 年度の
３か年で特に被害の大きかった左支川を優先的に整
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備するものであり、今回の土砂災害と同規模の土石
流が発生しても下流域で被害が発生しないことを目
標とする。対策内容は、山腹斜面の再崩壊を防止す
るための山腹工、土石流を確実に既設本川堆積工に
導流するための導流堤の２つである。各対策の工法
は、経済性はもとより短期間で工事を完了させる必
要があること、対策箇所が自然公園区域内にあるこ
とに配慮し、施工性・景観性も重視して選定した。
何れの対策も平成 28 年度末までに完了した。

中流導流堤（①）
下流導流堤（②）

鋼製柵による土留めを設置して背面に土砂等を充填
することにより斜面を棚田状に成形するものである
（施工延長：約 8,700m）。充填材として、大島島内
の公共工事で発生した伐採樹木をチップ化し、チッ
プと土を 9:1 の比率で混合して投入したことで、資
源の有効利用と処分費の縮減を図ることが出来た。

左支川

本川

右支川

図-13 表面浸食防止工

①
右支川堆積工

②

本川堆積工

導流堤
山腹工

水路工は、降雨を速やかに下流域に排水すること、
沢筋の縦断浸食を防止することを目的として沢筋を
布製型枠工、モルタル吹付工で被覆するものである
（施工延長約 940ｍ）。景観に配慮し、袖部に植生
の繁茂を許容するタイプの布製型枠工や着色剤を混
入したモルタルを使用した。

図-11 短期対策平面図

a)山腹工
山腹工の主な工種は斜面安定化工・表面浸食防止
工・水路工の３つに分けられる。
斜面安定化工は、土石流の発生源対策として鋼棒
を崩壊斜面に挿入し滑り抵抗を付与するものである。
今回の土砂災害で山腹斜面の崩壊が発生した２５度
以上の急斜面を対象として、工期短縮及び自然景観
の保全に優れるノンフレーム工法を採用した（施工
面積：約 21,000m2）。

図-12 斜面安定化工

表面浸食防止工は、表面土砂流出防止対策として、

図-14 水路工（布製型枠）

b)導流堤
山腹斜面で再崩壊が発生した場合に、確実に既設
堆積工に土石流を導くため、中流導流堤、下流導流
堤を施工した。景観に配慮し、伊豆大島産のスコリ
アで化粧した間知ブロックを使用した。
施工にあたり大規模な掘削が必要であったが硬い
溶岩層が存在したため時間を要した。また、下流導
流堤の地権者から施工の同意が得られなかった箇所
があった。当該地権者は行方不明者のご遺族であり、
ご遺体が見つかっていない中で思い入れの深い土地
の一部が改変されるのはいたたまれないとのご意見
であった。工事の必要性を丁寧に説明し理解を得る
べく努力したものの同意が得られなかったため、当
該区間は法面保護のためのモルタル吹付にとどめ暫
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定整備とすることとした。
前述の地権者は大島町で進められるメモリアル公
園計画に関連する地権者でもあることから、大島町
と連携して事業へのご理解をいただけるよう引き続
き折衝していく。

図-15 下流導流堤

上記の改修方法については、元町地区の復興と密
接に関係することから、復興まちづくりに関連する
会議における住民意見を踏まえて決定した。前述の
会議においては、流路に流木が閉塞して被害が発生
しないよう断面の拡大を求める住民の声が強く、流
路の改修方法が決定するまで多数の厳しいご意見を
いただいたが、上記改修により副次的に断面が拡大
することで住民の安心感が高まり納得していただく
ことができた。また、流路改修と合わせ、大島町に
より流路左右岸に町道が整備されることとなった。
流路改修が元町地区の復興まちづくりに大きく寄与
することとなった意義は非常に大きいと考える。
流路改修は、大島町で進められているメモリアル
公園の開園に合わせ平成 32 年度完成を目途として進
めており、平成 28 年度末までに最下流から約 65m の
改修が完了した。

c)短期対策の工事安全対策について
短期対策工事は３年間で完了させることが求めら
れていたが、狭いエリア内で複数の工事を同時並行
で施工する必要があったため、工事の輻輳による影
響が懸念された。そこで、大島支庁土木課主導で発
注者、工事受注者で構成される「大島元町山腹地区
工事連絡調整会議」を設置し、工事間の連絡調整を
徹底したことで円滑な工事施工を図ることができた。
また、三原山山頂と元町地区を結ぶ町道御神火ス
カイラインは大島町により災害復旧工事が施工され
ており、平成 28 年 9 月 10 日に再開放された。これ
により短期対策工事は一般車両が通行している中で
施工することとなり第三者事故の発生が懸念された。
そこで、工事施工エリアへの立ち入り禁止措置を徹
底するとともに、路上作業が必要で通行を制限する
場合は、防災無線や大島支庁フェイスブックやツイ
ッターによる周知、大島地観光協会を通じた観光客
への周知等により工事の安全施工に資するとともに、
御神火スカイラインの通行に混乱が生じないよう努
めた。
このような取り組みを継続的に実施したことで、
短期対策工事を当初の予定通り平成 28 年度末までに
完了させることが出来た。

(5)中長期対策
平成 29 年度以降は中長期対策に着手している。本
対策は、平成 25 年台風 26 号による降雨を考慮して
見直した大金沢地区における火山砂防基本計画に基
づき、土砂整備率１００％を目指すものである。対
策内容は、砂防堰堤（３基）及び山腹工であり、平
成 29 年度から１号砂防堰堤の構築に着手している。
なお、現状では山腹工として表面浸食防止工を想定
しているが、航空実播工による植生の回復も見られ
ていることから今後対策内容について再検討する予
定である。

(4)流路改修工事
委員会報告では、泥流を安全に海域まで流下させ
るために既設流路改修の必要があることが報告され
ており、屈曲した流路を直線化することとした。な
お、想定外の豪雨等により流木が発生した場合でも
速やかにこれを撤去できるよう、左右岸に 4ｍの管
理用道路を設置することとした。

(6)ソフト対策
委員会報告の提言に基づき、平成 26 年 7 月から土
砂災害防止法に基づく基礎調査を大島町において開
始した。通常であれば基礎調査委託に加え、別途照
査委託をかける必要があるが、これらを一括発注す
ることで、期間の短縮を図り平成 27 年 4 月に基礎調
査結果を公表、5,6 月に説明会を実施、同年 6 月末に

図-16 流路改修後（H28 完成）
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土砂災害警戒区域を指定することが出来た。また、
これに基づき大島町は平成 27 年 10 月にハザードマ
ップを作成して各戸配布し、土砂災害に対する警戒
避難体制の整備が図られた。大島町では土砂災害が
発生して間もないということもあり、区域指定に向
けての住民説明会においても活発な質問がなされ、
住民の防災に関する意識の高さを感じた。
また、平成 29 年 8 月には警戒区域の見直しを行っ
た。山腹工及び導流堤の完成により元町地区に広が
る特別警戒区域が縮小しており、短期対策が大島町
の復興まちづくり事業に大きく寄与していることを
確認できた。

4. おわりに

年度末で完了した。これらのハード・ソフトが一体
となった対策の推進により、伊豆大島の土砂災害に
対する安全度は向上した。
台風 26 号の豪雨がもたらした土砂災害は 36 名の
方の尊い命を奪い、今も３名の方が行方不明となっ
ている。亡くなられた方に改めて追悼の意を表すも
のである。今後このような被害が発生しないよう引
き続き中長期対策に着手し、近い将来生起する可能
性の高い火山噴火への対応を図っていくとともに、
流路改修工事や大島町の警戒避難体制の整備を進め、
より一層の住民の安全・安心の向上に向けて努力す
る所存である。
伊豆大島土砂災害対策は、発災直後からの多くの
関係者の御尽力により進められてきたものである。
被災直後から応援に駆け付けてくださった方や、支
援や助言を行ってくださった多くの方々に改めて感
謝を申し上げたい。

土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指
定は平成 27 年 6 月に完了し、短期対策工事は平成 28
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