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記者発表資料
富士川流域で初の『SABOカード』誕生
今年は、富士川流域に甚大な被害をもたらした昭和34年災害を契機に富士川砂
防事務所が設立されてから60年です。このたび、過去の大災害を契機として行わ
れた砂防事業に理解を深めていただくとともに、防災意識の啓発を目的として
『 SABOカード 』 を製作しました。
『 SABOカード 』とは、砂防施設（※注1）の魅力を情報発信する広報用カード
型パンフレットです。
『 SABOカード 』は、富士川砂防事務所が主催・出展するイベントや各道の駅
等にて、無料で配布します。
記
◆ 今回製作したカード :

とちはらさぼうえんてい

栃原砂防堰堤（山梨県南巨摩郡早川町大字高住）

からさわさぼうえんてい

唐沢砂防堰堤
（長野県諏訪郡富士見町富士見/山梨県北杜市白州町大武川）

おおむかわとこがためぐん

大武川床固群（山梨県北杜市白州町〜武川町）
3種類をコンプリートした方には、3枚を収納できるオリジナル「台紙」をお渡しします。
◆ 配 布 方 法 : ① 富士川砂防が主催・出展するイベントのブースにてアンケート等
にご協力いただいた方に配布
② 各道の駅等に来訪いただいた方に１枚ずつ配布（令和2年11月1日より）
■早川町：南アルプスプラザ
■富士見町：道の駅「信州蔦木宿」
■北杜市：道の駅「はくしゅう」

◆ 配布予定イベント ： 別紙のとおり
※注1 砂防施設は土砂災害から人命と財産を守るためにつくられた施設です
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今回配布の『SABO』カード
とちはらさぼうえんてい

① 栃原砂防堰堤

からさわさぼうえんてい

② 唐沢砂防堰堤

おおむかわとこがためぐん

③ 大武川床固群

3種類

☆令和2年１月製作

『SABO カード』って何？

別添２

１.『SABO カード』とは
『SABO カード』は砂防施設の魅力を情報発信する広報用カード型パンフレットです。
ダムカードの砂防事業版です。
カードの体裁は表面は砂防施設の写真、うら面は砂防施設の形式、諸元や建設したときの技術といった基
本的な情報からこだわりの技術までを凝縮して載せています。

◆背景色について
砂防事業は、先人の知恵と努力により営々と人々の生活を守り続けてきた伝統・歴史を継承するとともに、
自然と共生・融合した事業を目指しており、茶色はそのイメージを表しています。

◆記号について
SABO カードの右下にある記号は、左側から型式で分類、構造で分類、材料で分類を持たせています。

○砂防堰堤
構造

型式
Cl
Op
So
Ot

(Close) 不透過型

Gr

(Open) 透過型

Ar

(Semi Open) 部分透過型

Sl

(Other) その他

(Gravity) 重力式
(Arch) アーチ式
(Slit) スリット式

Gd

(Grid) 格子式

Lc

(Large Conduit) 大暗渠式

Ce

(Cell) セル式

Ds

(Drainage Screen) スクリーン式

Sc

(Super Conduit) スーパー暗渠式

Ot

(Other) その他

材料
Co
Cb

(Steel Pipe) 鋼管

Sf

(Steel Flame) 鋼製枠

Dw

(Double Wall) 二重壁中詰め

Ss

(Steel Segment) 鋼製セグメント

Wn
Sc
Bc

(Channel Works) 渓流保全工

(Wire Net) ワイヤネット
(Soil Cement) ソイルセメント
(Boulder Concrete) 粗石コンクリート
(Other) その他

○山腹工

型式
Cw

(Concrete Block) コンクリートブロック

Sp

Ot

○渓流保全工

(Concrete) コンクリート

型式
Hw

(Hillside Works) 山腹工

２.『 砂 防 』→『 SABO 』とは
世界共通語になっている日本語です。
日本の砂防技術が優れていることや、日本が海外の様々な国で砂防の技術指導をしており、砂防にあたる適当
な言葉が外国語に無いため、世界の国々で「SABO」という言葉が使われているようです。

（別 紙）

令和２年度 配布予定イベント一覧表

(令和2年10月30日時点)
開催日（予定）

1 令和2年11月25日（水）

イベント名

防災フェア２０２０

主催者

ＮＰＯ法人甲斐駒清流懇話会

開催場所

道の駅「はくしゅう」

配布
カード

配布方法

③

ブースにてアンケート等に
ご協力いただいた方に配布

※̲イベント全体についてのお問い合わせは、主催者にお願いします。
※̲台風等の災害対応により、イベントへの出展を中止する場合がありますのでご了承ください。
※̲本表は、令和2年10月時点の出展情報であり今後変更となる場合がありますので最新の配布状況は、事務所HPやTwitterにてご確認ください。

南アルプスの雄大な自然にとけこんだ
砂防施設の魅力を発信するカードは全部で３種類！

入手方法
１

欲しいカードの配布場所へ行き、SABOカードを欲しいと伝えよう！

２

簡単なアンケートに回答してカードをGET！（お1人様1枚限り）

全3種類を持っていずれかの配布場所へ行くと、
専用オリジナル台紙をプレゼント！
配布場所
・唐沢砂防堰堤：道の駅 信州蔦木宿（長野県諏訪郡富士見町）
平日：８時～１７時 土日祝：８時～１９時
定休日：火曜日（臨時休業あり）、１月１日
・大武川床固群：道の駅 はくしゅう（山梨県北杜市）
９時～１８時
定休日：１２月～３月の水曜日、年末年始
・栃原砂防堰堤：南アルプスプラザ（山梨県南巨摩郡早川町）
９時～１７時
定休日：水曜日（臨時休業あり）、年末年始
※各施設の営業時間・定休日は、あらかじめHPなどでご確認ください。

富士川砂防事務所HP
（https://www.ktr.mlit.go.jp/fujikawa/）

お問い合わせ先
・唐沢砂防堰堤：国土交通省 富士川砂防事務所 釜無川出張所
TEL: 0266-62-2116
・大武川床固群：国土交通省 富士川砂防事務所 白州出張所
TEL: 0551-35-2059
・栃原砂防堰堤：国土交通省 富士川砂防事務所 早川出張所
TEL: 0556-45-2319
※平日８時３０分～１７時１５分

イベントでの配布情報も
チェック！

富士川砂防事務所 Twitter
（https://twitter.com/fujikawasabo)

