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絵下山の斜面と古屋浦地区

中国新聞7月11日付

安芸区中野東付近
中国新聞7月８日付

崩落した芸備線の鉄橋 中国新聞7月８日付



安浦町野呂川周辺の土石流

国土地理院HPより

https://saigai.gsi.go.jp/1/H30_07gouu/0715kur
etobu/photo/qv/0039.jpg

市原地区の土石流災害



呉市安浦の浸水被害

中畑川の破堤

浸水した家屋（地面から140㎝）

ハザードマップでは50cm以下



熊野町大原ハイツ
巨レキを含む土石流で壊滅的被害

被災地の様子（2018年8月18日）

被災の様子を伝える新聞記事

（2018年7月8日付 中国新聞）



図

レッドゾーン

「土砂災害ポータルひろしま」に加筆



熊野町
三石山



西日本豪雨災害の被害
広島の死者・行方不明者114人（全国の半数）

2018年8月21日現在の被害状況の集計（総務省消防庁）

重傷 軽傷 不明

221 9 68 319 3 6,206 9,764 3,765 9,006 20,086 8 132
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%88%E9%98%B2%E5%BA%81


広島県内の土砂災害5000箇所以上
国土地理院HP 平成30年7月豪雨災害情報より



広島は風化すると崩れやすい花崗岩や流紋岩が多く
土砂災害危険箇所が全国１位（ ４９,５４１箇所）
広島県の地質図 Gr:花崗岩 Rt:流紋岩 Hf：熱変成岩

産総研20万分の1日本シームレス地質図V2（2018年1月26日更新）

https://gbank.gsj.jp/seamless/v2/api/1.2/ 青い線は土石流危険渓流

https://gbank.gsj.jp/seamless/v2/api/1.2/


西日本豪雨での
各地の期間降水量

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9
%B3%E6%88%9030%E5%B9%B47%E6%
9C%88%E8%B1%AA%E9%9B%A8#/med
ia/File:2018_West_Japan_heavy_rain_pr
ecipitation_isogram.svgより

広島の雨量は全国から見ると

決して多い方ではないが、

犠牲者が多かったのは、

土砂災害が多発したため。

土砂災害危険箇所が全国１位

（4万９５41箇所）

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E6%88%9030%E5%B9%B47%E6%9C%88%E8%B1%AA%E9%9B%A8#/media/File:2018_West_Japan_heavy_rain_precipitation_isogram.svg


西日本豪雨の広島での雨量の特徴
雨量強度は大きくないが、総雨量が多かった
時間雨量は50ミリ前後、総雨量は400ミリ以上
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広島市、東広島市、呉市の時間雨量の推移

7月6日8時～7月7日8時（単位mm/時）

広島市 東広島市 呉市

三市の日別雨量



４年前はものすごく強い雨が短時間に降った
8.20広島豪雨災害時の安佐北区可部町三入東での降雨状態
公益社団法人土木学会・公益社団法人地盤工学会「平成26年広島豪雨災害合同緊急調査団報告書,平成26年10月」より



２０１４年広島豪雨災害
高瀬堰の雨量（総雨量２３３mm、時間雨量１０７mm）



2018年７月６日夕方のレーダー画像
「線状降水帯」ができていた

午後６時 午後７時 午後８時



広島市、東広島市、呉市の雨の降り方の比較
呉市では2度の強雨 これが呉付近の甚大な被害の原因

（気象庁HPより越智作成）



2018年7月7日のレーダー画像

3時 4時 5時



今回被害がひどかっ
たところは今まであま
り起きていなかった所



東区の場合



福木地区の被害

茶色：土石流 水色：流水

A：上条団地上の土石流

B：観音原団地上の土石流

C：福木トンネル上の土石流

D：馬木７丁目付近の土石流

E：観音原団地東側の渓流

F：老人介護施設上の渓流

G：森林公園取付道路の土石流

H：湧水部のパイピング（地下侵食）

I：観音原団地南の土石流



上条団地の土石流



上条団地の土石流
平成30年7月豪雨に関する情報（国土地理院）より空中写真（2018年7月11日撮影）
https://saigai.gsi.go.jp/1/H30_07gouu/0711hiroshimasakamachi/photo/qv/004_0017-qv.jpg

https://saigai.gsi.go.jp/1/H30_07gouu/0711hiroshimasakamachi/photo/qv/004_0017-qv.jpg


上条団地の土石流
ハザードマップ（「土砂災害ポータルひろしま」）に実際の土石流・土砂流を加筆



上条団地
平成30年7月豪雨に関する情報

（国土地理院）より空中写真

（2018年7月11日撮影）

https://saigai.gsi.go.jp/1/H30

07gouu/0711hiroshimasakama

chi/photo/qv/004_0017-qv.jpg

に加筆

赤：想定レッドゾーン

茶：実際の土石流・土砂流



土石流の姿（先頭に流木、巨レキ）



流木で破壊された住宅（上条団地2018年7月8日）



上条団地
（2018年7月8日）

流木が激しくぶつかって
住宅を大破させている



上条団地（2018年7月9日）



上条団地（上流側 2018年7月9日）



風化した岩盤の上に古い土石流堆積物
八木と同じ土石流扇状地（2018年7月8日撮影）



上条団地は土石流危険渓流の出口

上条団地の上の谷はたくさんの角ばった

巨レキが散在する土石流跡（7月3日撮影）
ここに今回、土石流が流出してきた（7月9日撮影）



観音原団地の土石流

2018年7月3日撮影 2018年7月7日撮影



団地の中の道路を大量の土砂が流下



福木トンネル上
の土石流

平成30年7月豪雨に関する情報（国土地理
院）より空中写真（2018年7月11日撮影）
https://saigai.gsi.go.jp/1/H30_07gouu/07
11hiroshimasakamachi/photo/qv/004_00
17-qv.jpg

https://saigai.gsi.go.jp/1/H30_07gouu/0711hiroshimasakamachi/photo/qv/004_0017-qv.jpg


上流部には不安定な土砂や巨レキ(1～2m)



福木トンネル上からの土石流による土砂

7月7日朝 7月8日朝



トンネル上からの土石流の土砂と泥水
7月7日朝 観音堂周辺



馬木の土石流では１名の犠牲者

住宅には流木が突き刺さり、

下流側に堰堤のコンクリート片

林道（１,２）からの崩壊土砂がきっかけ



この地域は、2002年から2006年にかけて地
盤沈下被害。河川改修工事は遅れたまま。



上流には破壊された堰堤と巨レキ
この堰堤では、この巨レキを止められなかった



馬木の土石流の原因は林道の崩壊



途中の橋で土石流が堰き止められ、大量の
土砂と濁流が住宅を突き抜けた (7月7日朝)



その後の復旧の様子

7月25日 8月30日



川から100m離れた大藪団地にも
土砂と濁流が流入し、土砂に埋まる



スカイバードの被害（大量の水が流れた）
7月7日朝



一時避難所 入ったら安全で過ごしやすいが、
出入り口が、土石流の心配がある

7月6日夜 7月7日朝



ユアーズの棚から食料品がなくなった
（2018年7月9日）



平成30年7月豪雨

福田地域の

土石流危険渓流は

３２ヶ所、そのうち

８＋１ヶ所で発生

今回起きなかった

所は今後要注意



女学院大学周辺

2015年の状況 露岩と岩塊（2015年2月21日）



集中豪雨時の水の流れ
今回治山ダムは機能したが、本流は土石流

2015年の予測





奥の滝の周辺の変化

2015年2月21日 2018年8月9日



河床にあった砂礫や樹木が流された

2015年2月21日 2018年8月9日



2015年2月21日 2018年8月9日



流木が
突っ込んだ住宅



2015年2月21日

2018年8月9日



温品川

7月9日

7月30日



7月30日



温品小学校奥側（7月30日） 山崎病院前（7月30日）



上温品小学校付近 馬木3丁目やすらぎヶ丘団地



海田瀬野地域



南幸町の山沿い



防護壁を設置していたマンション



マンションに落下した土石流の出口付近
水路を破壊している



水路の北側の様子



シーテング節理の発達した花崗岩と

大量の角ばった花崗岩の角礫 表土は薄い
左写真の下流側の両岸には角礫を大量に含
んだ崩壊土砂が堆積



瀬野駅付近の状況

国土地理院HPより ７月８日付中国新聞より



瀬野川の橋（瀬野駅南）



瀬野駅南西



上瀬野



上瀬野 国土地理院HPより



この川が氾濫



東広島バイパス付近

水田だったところが川に
礫の多い土石流の直撃で跡形もなく
なった住宅（１名犠牲者が出ている）



上流部の様子
角ばった礫が多い



矢野地域



矢野地域の様子
（国土地理院HPより）



矢野小学校

大量の土砂が

グランドに

入りました。



矢野小学校



矢野幼稚園には、土砂と車が入りました



川が土砂で埋もれ、
道路と川の区別がつかな

い



川が土砂で埋もれ、
道路と川の区別がつかない



矢野の水害碑

１９０７年（M４０年）７
月１５日

死 者 ６４人

負傷者 ６２人

流失家屋 １５２戸

残念ながら、この教訓は

活かされなかった。



矢野東７丁目（国土地理院HPより）



矢野東７丁目（梅河ハイツ）も治山ダムだった

中国新聞7月13日付



天応地域



天応地域
大屋大川は集水域が広い

途中が比較的平坦なため、天応市街地で

は砂礫が多い

支流は傾斜が急で巨礫が多い

国土地理院HP 「平成30年7月豪雨に関す
る情報」垂直写真>広島坂町地区（広島県
広島市・坂町など）より

https://maps.gsi.go.jp/#14/34.301117/13
2.536230/&base=std&ls=std%7C201807H
3007gouu_sakachou_0709suichoku%7C20
1807H3007gouu_sakachou_0711suichoku
&disp=111&lcd=201807H3007gouu_sakac
hou_0711suichoku&vs=c0j0h0k0l0u0t0z0r
0s0f0&d=vl

１～４：航空写真の番号 a～k：調査地域
赤：土石流跡 黒鍵線：集水域

https://maps.gsi.go.jp/#14/34.301117/132.536230/&base=std&ls=std%7C201807H3007gouu_sakachou_0709suichoku%7C201807H3007gouu_sakachou_0711suichoku&disp=111&lcd=201807H3007gouu_sakachou_0711suichoku&vs=c0j0h0k0l0u0t0z0r0s0f0&d=vl


航空写真（合成）
国土地理院HP 「平成30年7月豪雨に関
する情報」垂直写真>広島坂町地区（広
島県広島市・坂町など）より

https://maps.gsi.go.jp/#14/34.301117/
132.536230/&base=std&ls=std%7C201
807H3007gouu_sakachou_0709suichok
u%7C201807H3007gouu_sakachou_071
1suichoku&disp=111&lcd=201807H300
7gouu_sakachou_0711suichoku&vs=c0j
0h0k0l0u0t0z0r0s0f0&d=vl

https://maps.gsi.go.jp/#14/34.301117/132.536230/&base=std&ls=std%7C201807H3007gouu_sakachou_0709suichoku%7C201807H3007gouu_sakachou_0711suichoku&disp=111&lcd=201807H3007gouu_sakachou_0711suichoku&vs=c0j0h0k0l0u0t0z0r0s0f0&d=vl


天応地域のハザードマップ（どこも危険）



ａ地点：両岸の堆積物や石垣の侵食
A：過去の土石流堆積物 B：石垣（元水田か畑の石垣で、付近河原の転石を集めて造っている。
これらの転石はもともと土石流でもたらされたもの）
C：別の谷からの土石流堆積物（ｄ地点からの土石流）



＜深山の滝＞



天応地域 a地点（傾いた神社）



ｂ地点



Ｃ地点 砂が屋根まで堆積している



ｄ地点に１ｍ程度の巨礫



天応中学の土石流



天応中学の土石流



天応中学の土石流



e-f地点：土石流跡が見られる住宅



ｆ地点：土砂に埋まった住宅



1945年9月17日の枕崎台風で出た巨レキ
（1945年9月、広島県の犠牲者2012人）



No.2地点：やや丸みを帯びた中粒花崗岩
（約１ｍ）の巨礫



巨礫の上流側（ｈ地点）の土石流被害



ｈ地点を上流から見る。
１ｍを越える巨礫や流木が多い



Ｈ地点の上流側（10から８を見る）



最も上流側の住宅（No.11）
土石流の深さは地面から約１．５ｍ



上流の破壊された石積み堰堤



堰堤（i地点）の上流側
土石流は巨レキを多含し、

深さ約2.5ｍ、幅7～10ｍで流下している。



土石流の直撃を受けた
熊野町の大原ハイツ

中国新聞7月8日付より



熊野大原ハイツ



熊野町
三石山



尾根を越えて想定外の土石流となった



２本の土石流の交点付近



１回目に流出した想定外の土石流



巨石の左側（右岸側）は今回の土石流で
侵食されており、不安定な状態



交点の下側は堆積物がほとんど侵食
マイクロシーティングが見られる



谷の出口から見た大原ハイツ



黒瀬町（広島国際大学南側の土石流）





基盤岩（流紋岩類）の上に堆積する
古い土石流堆積物と新しい土石流堆積物



流紋岩類の拡大写真（流紋岩質凝灰岩）



前平山南側（市原地区）の土石流B
（７月７日朝発生）



市原地区 土石流A（７月６日午後７時頃発生）



野呂川ダムの過剰放流問題
ダムに１３万㎥の土砂が流入



野呂川ダムの放流量の推移
野呂川ダム放流記録（広島県）により作成



野呂川ダム周辺の降水量（広島県）

７月６日６時～７月７日６時までの

２４時間雨量（野呂川ダム観測所３９６ｍｍ）

崩壊の激しいところは３６０㎜以上のところ



上流部にも大量の流水跡

A地点 大量の礫が堆積している

A地点の３００ｍ下流

現在の水面より２ｍ程度上にある



ダム下流部でも土石流多発（１付近）

流速を４ｍ/秒と仮定。川幅
を２５ｍとすると、ここに毎秒
170㎥の濁流が流れる場合、
約1.7mの水位上昇が起こる
ことになる。右岸では汎水跡。



２付近では堤防損傷



安浦地区の浸水範囲
（広島県が安浦地区で住民説明
会で配布した資料）

中畑川の３か所（A,B,C)で破堤

野呂川の１には大量の礫が堆積

２は浸水深１．４ｍの住宅

＜住民証言＞

７日朝、２０ｃｍくらい堤防を越えて

川の水が流れ出てくるのを見た。

そのあと、堤防が手前（陸側）から崩

れた。



安浦地区の破堤（A地点）と浸水した住宅



野呂川に堆積している
新しい砂礫層

中畑川との合流点付近まで

厚い新しい砂礫層が形成さ

れている。

野呂川の水位はかなり上
がっていたと考えられる。

中畑川からの水が逆流した
可能性がある。



＊避難について 避難の基本的な考え方
☆：垂直避難



兵庫県佐用町にある慰霊碑 ９人の犠牲
者



町営住宅から避難しようとして流された
２００９年８月９日夜１０時頃

当時は柵はなく、水は腰まで来ていた



避難勧告で小学校に避難しようとしていた
夜の１０時頃、濁流は腰まで来ていた

洪水になっていた川を渡って

高台にある小学校へ避難しようとした

＜当時の再現図＞

川からあふれた濁流が押し寄せていた



避難勧告等の流れ



広島県の砂防予算の推移から考える

1999年の6.29豪雨後

しばらくは増えたが、

2014年（8.20災害）は

60億円まで後退

その後、少し増えたが、

今年度は96億円に減少



旅館やホテルを行政が避難所に指定を
イタリアでは、3万人がホテルに避難



愛媛の実家の土石流被害
（ 1972年9月豪雨）

• 元の家には湧水の池が
あった。

• 1930年代に祖父が、「こ
こは地が悪い（ミズミチが
ある）」と言って、今の位
置に建て替えた。

• 元の家だったら一家全滅
だった。

• この時から、土地を見る
目を養うことの大切さを意
識するようになった。



おわり
ご清聴ありがとうございました



平成３０年北海道胆振（ いぶり） 東部地震
（平成 30 年 9 月 18 日 9 時 00 分 現 在 内 閣 府）

(1) 発生日時 平成 30 年 9 月 6 日 03:07
(2) 震源及び規模（暫定値）
・震源地：胆振いぶり 地方中東部（北緯 42.7 度、東経 142.0 度）
・規模：マグニチュード 6.7（暫定値） ・震源の深さ：37km（暫定値）

(3) 各地の震度
・震度７ 厚 真 町 （あつまちょう） ・震度６強 安 平 町 ､むかわ町
・震度６弱 札幌市東区、千歳 市､日 高 町 ､平 取 町

(4) 被害
・死者４１人、重軽傷者６７９人、全壊１４９棟、半壊２４２棟

※最大停電戸数：約２９５万戸（６日３：０８時点）



厚真町冨里付近の被害
（国土地理院HPより）

https://saigai.gsi.go.jp/1/H30_09quake/0911abira/photo/qv/0048.jpg

https://saigai.gsi.go.jp/1/H30_09quake/0911abira/photo/qv/0048.jpg


厚真町の土砂災害
（国土地理院HPより）

https://saigai.gsi.go.jp/1/H30_09quake/0911abira/photo/qv/0056.jpg

https://saigai.gsi.go.jp/1/H30_09quake/0911abira/photo/qv/0056.jpg


推計震度分布図（×震央） 気象庁HPより

https://www.data.jma.go.jp/svd/eew/data/suikei/201809060308_146/201809060308
_146_1.html



「平成30年北海道胆振東部地震」
地震活動の状況（９月20日11時00分現在）
気象庁HPよりhttps://www.jma.go.jp/jma/press/1809/20a/kaisetsu201809201500.pdf

https://www.jma.go.jp/jma/press/1809/20a/kaisetsu201809201500.pdf


北海道中央低地帯付近の東側と西側で、
地盤の動きの方向が違う
国土地理院HPより http://www.gsi.go.jp/kanshi/index.html

http://www.gsi.go.jp/kanshi/index.html


２．東日本大震災で
プレート境界が動いた
北側と南側で、ひずみ
が蓄積している可能性。

国土地理院HP
東北地方の地殻変動 より



３．根室沖にひずみが蓄積し、海溝型地震が
近
い将来起きる可能性が高く、その前兆的地

震
活動の可能性



南海トラフ沿いでも同様にひずみが蓄積


