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１．芋川砂防計画１．芋川砂防計画 〔〔1.1 1.1 流域の現状と今後の土砂移動〕流域の現状と今後の土砂移動〕

【芋川流域の現状】

①新潟県中越地震により発生

　　　　　◆　崩壊842箇所　　　◆　地すべり142箇所　　◆　河道閉塞52箇所
　　　　　
　　　　　　→　　　　　流域内不安定土砂量約980万m3

②芋川流域の現状

崩壊や地すべりによる多量の不安定土砂が存在しているため，融雪や降雨等

により土砂が流出しやすく，また土砂流出が長期にわたる恐れがある．

崩壊や地すべりによって形成された河道閉塞箇所が数多く存在し，その決壊

によって大規模な洪水や土砂流出の恐れがある．

今後の融雪や降雨等によって，不安定となった地山ではさらに崩壊や地すべ

りが発生したり，それに伴って新たな河道閉塞が形成される恐れがある．

【芋川流域の現状】

①新潟県中越地震により発生

　　　　　◆　崩壊842箇所　　　◆　地すべり142箇所　　◆　河道閉塞52箇所
　　　　　
　　　　　　→　　　　　流域内不安定土砂量約980万m3

②芋川流域の現状

崩壊や地すべりによる多量の不安定土砂が存在しているため，融雪や降雨等

により土砂が流出しやすく，また土砂流出が長期にわたる恐れがある．

崩壊や地すべりによって形成された河道閉塞箇所が数多く存在し，その決壊

によって大規模な洪水や土砂流出の恐れがある．

今後の融雪や降雨等によって，不安定となった地山ではさらに崩壊や地すべ

りが発生したり，それに伴って新たな河道閉塞が形成される恐れがある．
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凡 例 

   対策実施中，水没 

   閉塞： 越流 

   閉塞： 越流せず 

   閉塞解消（自然流下） 

   閉塞解消（掘削流下） 

１．芋川砂防計画１．芋川砂防計画 〔〔1.1 1.1 崩壊地・地すべり・河道閉塞の分布〕崩壊地・地すべり・河道閉塞の分布〕

崩壊地・地すべり分布図
河道閉塞箇所の分布図

討議資料1.1-2，1.1-4



１．芋川砂防計画１．芋川砂防計画 〔〔1.1 1.1 想定される土砂移動現象〕想定される土砂移動現象〕

河道閉塞

の決壊
⇒①

直接土砂災害：

　崩壊・地すべり・土石流の発生

間接土砂災害：

　流出土砂による河床上昇⇒洪水氾濫等

短期的な土砂移動現象

（融雪期・出水期）

長期的な土砂移動現象

（恒常的な河床上昇）

今後想定される

土砂移動現象

河道閉塞の決

壊以外の現象

⇒②

⇒③

⇒④

想定される土砂移動現象

討議資料1.1-6



【流出土砂による河床上昇の影響】【流出土砂による河床上昇の影響】

①河道閉塞の決壊

移動土塊による河道閉塞の形成

融雪期～洪水期での河道閉塞決壊

大規模な土砂の流出・段波の発生

洪水氾濫・土砂氾濫による被害発生洪水氾濫・土砂氾濫による被害発生

地震による崩壊・地すべりの発生

①河道閉塞の決壊

移動土塊による河道閉塞の形成

融雪期～洪水期での河道閉塞決壊

大規模な土砂の流出・段波の発生

洪水氾濫・土砂氾濫による被害発生洪水氾濫・土砂氾濫による被害発生

地震による崩壊・地すべりの発生

②崩壊・地すべり・土石流の発生

地震による不安定土砂の生産
・地山の不安定化

融雪期～洪水期（豪雨時）での
崩壊・地すべりの発生，

不安定土砂の流動化（土石流発生）

崩壊・地すべり・土石流
による被害発生

崩壊・地すべり・土石流
による被害発生

②崩壊・地すべり・土石流の発生

地震による不安定土砂の生産
・地山の不安定化

融雪期～洪水期（豪雨時）での
崩壊・地すべりの発生，

不安定土砂の流動化（土石流発生）

崩壊・地すべり・土石流
による被害発生

崩壊・地すべり・土石流
による被害発生

③短期的な現象
（融雪出水時・洪水期等の出水時）

地震による不安定土砂の生産

融雪期・洪水期での土砂生産

融雪出水・洪水期（豪雨）の出水
による不安定土砂の大規模流出

洪水氾濫・土砂氾濫による被害発生洪水氾濫・土砂氾濫による被害発生

河道部における
急激な土砂堆積（河床上昇）

③短期的な現象
（融雪出水時・洪水期等の出水時）

地震による不安定土砂の生産

融雪期・洪水期での土砂生産

融雪出水・洪水期（豪雨）の出水
による不安定土砂の大規模流出

洪水氾濫・土砂氾濫による被害発生洪水氾濫・土砂氾濫による被害発生

河道部における
急激な土砂堆積（河床上昇）

④長期的な現象

地震による不安定土砂の生産

融雪期・洪水期等での土砂生産

短期的な現象を含む平常時の流水
による不安定土砂の流出

洪水氾濫・土砂氾濫による被害発生洪水氾濫・土砂氾濫による被害発生

河道部における
恒常的な土砂堆積（河床上昇)

（短期的な現象を含む平常時の流水）
④長期的な現象

地震による不安定土砂の生産

融雪期・洪水期等での土砂生産

短期的な現象を含む平常時の流水
による不安定土砂の流出

洪水氾濫・土砂氾濫による被害発生洪水氾濫・土砂氾濫による被害発生

河道部における
恒常的な土砂堆積（河床上昇)

（短期的な現象を含む平常時の流水）

１．芋川砂防計画１．芋川砂防計画 〔〔1.1 1.1 被害形態のイメージ〕被害形態のイメージ〕
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１．芋川砂防計画１．芋川砂防計画 〔〔1.1 1.1 河道閉塞箇所の決壊による影響〕河道閉塞箇所の決壊による影響〕

●芋川流域内および下流域への影響評価

　影響評価として以下に示す指標を用いた
　

　　①決壊時のピーク流量

　　②河道閉塞部の高さ(Ｈ)／長さ(Ｌ)

　　③河道閉塞部の下流法面勾配

　

●評価結果

　河道閉塞が決壊した場合，下流への影響が

大きな流域（ただし寺野と東竹沢を除く）

　①右支川塩谷川

　②左支川冷子沢川　　

●芋川流域内および下流域への影響評価

　影響評価として以下に示す指標を用いた
　

　　①決壊時のピーク流量

　　②河道閉塞部の高さ(Ｈ)／長さ(Ｌ)

　　③河道閉塞部の下流法面勾配

　

●評価結果

　河道閉塞が決壊した場合，下流への影響が

大きな流域（ただし寺野と東竹沢を除く）

　①右支川塩谷川

　②左支川冷子沢川　　

決壊時の影響が大きいと考えられる河道閉塞箇所

討議資料1.1-8



 

芋川流域における土石流危険渓流と冷子沢川の位置図

⇒

討議資料1.1-10，1.1-12

１．芋川砂防計画１．芋川砂防計画 〔〔1.1 1.1 土石流による直接的な影響〕土石流による直接的な影響〕

・冷子沢川や塩谷川は河道閉塞箇所が多数
存在し，決壊する可能性が比較的高い．小籠
地区への影響が大きいと推定される冷子沢川
を対象に，河道閉塞箇所が決壊し，土石流が
発生した場合の影響を想定 した

結果：冷子沢川から流出する土石流によって
被害を受ける可能性がある保全対象は6戸
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１．芋川砂防計画１．芋川砂防計画 〔〔1.1 1.1 流出土砂による河床上昇の影響〕流出土砂による河床上昇の影響〕

十二平

楢木

竜光

河床変動高縦断図

-5

-2.5

0

2.5

5

7.5

10

12.5

15

17.5

20

22.5

25

-1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000

距   離(m)

河
床

変
動

高
、

水
位

-
初

期
河

床
高

(m
)

河床変動高（S56融雪後）

河床変動高（1年後）

河床変動高（2年後）

河床変動高（3年後）

河床変動高（4年後）

最高水位-初期河床高

最低河床高-初期河床高

左岸堤防高

右岸堤防高

人家

空き家

畜舎等

公共的建物

橋梁

魚野川合流点

宮前橋

竜光中央大橋

竜光橋

竜光2号橋

竜光1号橋

小芋川合流点

塩谷川合流点

芋川沢合流点

十二平橋

神沢川合流点

梶金橋

前沢川合流点

多聞多川合流点

平和橋

豊沢橋
川下橋

東川合流点

冷子沢川合流点

東竹沢橋

南平橋
楢木橋

西願寺川合流点

仮排水路呑口

ブロックダム
砂防堰堤

東竹沢河道閉塞

木篭

氾濫被害が
想定される

芋川本川河道沿いの河床変動状況
（一次元河床変動計算結果；河道閉塞呑口149.5m，長期のケース）

討議資料1.1-13



１．芋川砂防計画１．芋川砂防計画 〔〔1.1 1.1 流出土砂による河床上昇の影響〕流出土砂による河床上昇の影響〕

現在の積雪について，昭和５６年豪雪の場合と比較すると，積雪深は小さいが，累加降水量
は同等程度の値となっている．今後の積雪の推移によっては，昭和５６年程度の融雪水量と
なる可能性もあり，流出土砂による河床上昇の影響が懸念される．

現在の積雪について，昭和５６年豪雪の場合と比較すると，積雪深は小さいが，累加降水量
は同等程度の値となっている．今後の積雪の推移によっては，昭和５６年程度の融雪水量と
なる可能性もあり，流出土砂による河床上昇の影響が懸念される．



討議資料1.2-3

１．芋川砂防計画１．芋川砂防計画 〔〔1.2 1.2 砂防事業の基本構想〕砂防事業の基本構想〕



１．芋川砂防計画１．芋川砂防計画 〔〔1.3 1.3 計画対象現象〕計画対象現象〕

●計画対象現象

　　計画対象現象は，芋川流域の現状と今後想定される土砂移動現象に基

　づき設定した．

■土砂生産源となるもの

　　1)崩壊・地すべりに起因する生産土砂（河道内不安定土砂）

　　2)河道閉塞土砂

　　3)地震動によって不安定となっていると考えられる地山

■土砂生産・流出を引き起こす現象

　　1)100年超過確率規模降雨とそれによって発生する洪水

　　2)出水期降雨

　　3)融雪出水

　　4)長期的な流量時系列

■計画対象現象（今後想定される土砂移動現象）

　　1)新規崩壊・既往崩壊の拡大： 現象－1)，2)，3)

　　2)地すべりの再移動： 現象－全

　　3)河道閉塞箇所の決壊　→　大規模土石流：　 現象－全

　　4)土石流： 現象－1)～3)

　　5)土砂流出（掃流状態）： 現象－全

●計画対象現象

　　計画対象現象は，芋川流域の現状と今後想定される土砂移動現象に基

　づき設定した．

■土砂生産源となるもの

　　1)崩壊・地すべりに起因する生産土砂（河道内不安定土砂）

　　2)河道閉塞土砂

　　3)地震動によって不安定となっていると考えられる地山

■土砂生産・流出を引き起こす現象

　　1)100年超過確率規模降雨とそれによって発生する洪水

　　2)出水期降雨

　　3)融雪出水

　　4)長期的な流量時系列

■計画対象現象（今後想定される土砂移動現象）

　　1)新規崩壊・既往崩壊の拡大： 現象－1)，2)，3)

　　2)地すべりの再移動： 現象－全

　　3)河道閉塞箇所の決壊　→　大規模土石流：　 現象－全

　　4)土石流： 現象－1)～3)

　　5)土砂流出（掃流状態）： 現象－全
討議資料1. 3-1



１．芋川砂防計画１．芋川砂防計画 1.31.3　土砂処理方針（暫定）　土砂処理方針（暫定）

【 土 砂 処 理 の 方 針 】

河道内に堆積している不安定土砂が恒常的に流出する可能性が高いことから，芋川

流域内および下流域では河床上昇に伴う洪水氾濫が考えられるため，支川及び本川で

可能な限り不安定土砂の流出抑制を図る．

河床勾配が急な支川流域においては土石流が発生する可能性が高いことから，土石

流の発生抑制及び捕捉を図る．特に，直接的な災害が発生する可能性が高い土石流危

険渓流等での整備を優先する．

崩壊地や地すべり脚部などでの不安定土砂の二次侵食・流出により，直接的な災害

が発生する可能性が高いことから，崩壊地や地すべりでの土砂の生産抑制を図る．

芋川本川ならびに支川における河道閉塞箇所においては，河道閉塞部の侵食や決壊

などに伴う大規模な土砂流出が考えられるため，土砂の撤去（掘削）や土砂生産・流

出抑制を図る．

芋川流域内の丘陵地等（河道沿い以外の地域）に位置する集落や道路を保全し，地

域の復興を支援するために，これらに影響を及ぼす可能性が高い崩壊地・地すべり対

策を実施する．

【 土 砂 処 理 の 方 針 】

河道内に堆積している不安定土砂が恒常的に流出する可能性が高いことから，芋川

流域内および下流域では河床上昇に伴う洪水氾濫が考えられるため，支川及び本川で

可能な限り不安定土砂の流出抑制を図る．

河床勾配が急な支川流域においては土石流が発生する可能性が高いことから，土石

流の発生抑制及び捕捉を図る．特に，直接的な災害が発生する可能性が高い土石流危

険渓流等での整備を優先する．

崩壊地や地すべり脚部などでの不安定土砂の二次侵食・流出により，直接的な災害

が発生する可能性が高いことから，崩壊地や地すべりでの土砂の生産抑制を図る．

芋川本川ならびに支川における河道閉塞箇所においては，河道閉塞部の侵食や決壊

などに伴う大規模な土砂流出が考えられるため，土砂の撤去（掘削）や土砂生産・流

出抑制を図る．

芋川流域内の丘陵地等（河道沿い以外の地域）に位置する集落や道路を保全し，地

域の復興を支援するために，これらに影響を及ぼす可能性が高い崩壊地・地すべり対

策を実施する．

討議資料1. 3-2



1.31.3　土砂処理方針（暫定）　土砂処理方針（暫定）

崩壊・地すべりで
の土砂生産抑制

崩壊・地すべりで
の土砂生産抑制

土石流発生抑制・
捕捉を図る．

土石流発生抑制・
捕捉を図る．

河道閉塞箇所（不安
定土砂）　の土砂撤
去や土砂流出抑制

河道閉塞箇所（不安
定土砂）　の土砂撤
去や土砂流出抑制

１．芋川砂防計画１．芋川砂防計画

討議資料1.3-3，1.3-5

本川・支川での土
砂生産・流出抑制

本川・支川での土
砂生産・流出抑制

 
凡 例 

   対策実施中，水没 

   閉塞： 越流 

   閉塞： 越流せず 

   閉塞解消（自然流下）

   閉塞解消（掘削流下）

【支川での対策】

① 崩壊・地すべりでの土砂生産抑制（生産
源対策）を図る．

② 本川に影響がある崩壊・地すべり・河道
閉塞箇所・渓岸・渓床部に対する土砂流
出抑制を図る．また，保全対象やアクセ
ス道路に被害を及ぼす恐れのある崩壊・
地すべりへの防止対策を図る．

③ 河道閉塞箇所（不安定土砂）の土砂撤去
や土砂流出抑制を図る．

④ 土石流発生抑制・捕捉を図る．

【支川での対策】

① 崩壊・地すべりでの土砂生産抑制（生産
源対策）を図る．

② 本川に影響がある崩壊・地すべり・河道
閉塞箇所・渓岸・渓床部に対する土砂流
出抑制を図る．また，保全対象やアクセ
ス道路に被害を及ぼす恐れのある崩壊・
地すべりへの防止対策を図る．

③ 河道閉塞箇所（不安定土砂）の土砂撤去
や土砂流出抑制を図る．

④ 土石流発生抑制・捕捉を図る．

【本川での対策】

① 河道閉塞対策の位置付けを整理した上で，
河道閉塞箇所の土砂の撤去もしくは土砂
流出抑制を図る．

② 保全対象における河床上昇に対し有効に
機能する地点において，上流からの流出
土砂抑制を行う．

③ 本川河道沿いの崩壊・地すべり・渓岸渓
床部での土砂生産抑制を図る．

【本川での対策】

① 河道閉塞対策の位置付けを整理した上で，
河道閉塞箇所の土砂の撤去もしくは土砂
流出抑制を図る．

② 保全対象における河床上昇に対し有効に
機能する地点において，上流からの流出
土砂抑制を行う．

③ 本川河道沿いの崩壊・地すべり・渓岸渓
床部での土砂生産抑制を図る．



 

神沢川神沢川神沢川神沢川神沢川神沢川神沢川神沢川神沢川

塩谷川塩谷川塩谷川塩谷川塩谷川塩谷川塩谷川塩谷川塩谷川

残流域7残流域7残流域7残流域7残流域7残流域7残流域7残流域7残流域7

前沢川前沢川前沢川前沢川前沢川前沢川前沢川前沢川前沢川

小芋川小芋川小芋川小芋川小芋川小芋川小芋川小芋川小芋川

残流域9残流域9残流域9残流域9残流域9残流域9残流域9残流域9残流域9

残流域2残流域2残流域2残流域2残流域2残流域2残流域2残流域2残流域2 冷子沢川冷子沢川冷子沢川冷子沢川冷子沢川冷子沢川冷子沢川冷子沢川冷子沢川

残流域3残流域3残流域3残流域3残流域3残流域3残流域3残流域3残流域3

残流域1残流域1残流域1残流域1残流域1残流域1残流域1残流域1残流域1

支川1支川1支川1支川1支川1支川1支川1支川1支川1

芋川本川最上流芋川本川最上流芋川本川最上流芋川本川最上流芋川本川最上流芋川本川最上流芋川本川最上流芋川本川最上流芋川本川最上流

残流域8残流域8残流域8残流域8残流域8残流域8残流域8残流域8残流域8

残流域10残流域10残流域10残流域10残流域10残流域10残流域10残流域10残流域10

残流域4残流域4残流域4残流域4残流域4残流域4残流域4残流域4残流域4

残流域5残流域5残流域5残流域5残流域5残流域5残流域5残流域5残流域5

芋川沢芋川沢芋川沢芋川沢芋川沢芋川沢芋川沢芋川沢芋川沢

多聞多川多聞多川多聞多川多聞多川多聞多川多聞多川多聞多川多聞多川多聞多川
残流域6残流域6残流域6残流域6残流域6残流域6残流域6残流域6残流域6

支川2支川2支川2支川2支川2支川2支川2支川2支川2

西願寺川西願寺川西願寺川西願寺川西願寺川西願寺川西願寺川西願寺川西願寺川

東川東川東川東川東川東川東川東川東川

*) 河道閉塞箇所決壊の危険性については，１章の評価結果に基づく．

　　◎：影響が大きい，○：影響がある，－：影響が比較的小さい

*) 保全対象”△”：　本川への土砂流出を考慮し，災害関連緊急事業にて整備を行う流域．

本川下流域対策

河道閉塞／大規模
崩壊／土石流対

策・本川下流域対
策

河道閉塞対策／大
規模崩壊・地すべ
り／保全対象への

影響

河道閉塞対策、保
全対象への対応

河道閉塞／大規模
崩壊／土石流対策

流域面積

（km2）

特に流域整備を優
先する必要理由な

ど

河道閉塞対策、保
全対象への対応

26

21

流域
番号

3

6

8

14

15

1.88

3.06

0.24

河道閉塞
※

寺野地区の河道閉塞箇所での越流による決壊防止と土砂生産抑制を
図る．
河道閉塞箇所（南平地区等）での土砂撤去・土砂生産抑制を図る．
流域内の大規模崩壊・地すべりにおいて土砂生産抑制を図る．
本川・支川において下流域に対する土砂生産・流出抑制（土石流の
捕捉等）を図る．特に河道閉塞箇所が位置する支川の整備を優先す
る．

3.09

2
（うち解消2）

－

4.48

河道閉塞箇所（楢木地区等）での土砂撤去・土砂生産抑制を図る．
流域内の崩壊地・地すべりにおいて土砂生産抑制を図る．
本川・支川において下流域に対する土砂生産・流出抑制（土石流の
捕捉等）を図る．特に河道閉塞箇所が位置する支川の整備を優先す
る．

河道閉塞箇所での土砂撤去・土砂生産抑制を図る．
流域内の大規模崩壊・地すべりにおいて土砂生産抑制を図る．
本川・支川において下流域に対する土砂生産・流出抑制を図る．

東竹沢地区の河道閉塞箇所での越流による決壊防止と土砂撤去・土
砂生産抑制を図る．
流域内の地すべりにおいて土砂生産抑制を図る．
下流域に対する土砂流出抑制を図る．

下流域に対する土砂流出抑制を図る．－

河道閉塞箇所での土砂撤去・土砂生産抑制を図る．
流域内の大規模崩壊・地すべりにおいて土砂生産抑制を図る．
本川・支川において下流域に対する土砂生産・流出抑制を図る．特
に河道閉塞箇所が位置する支川の整備を優先する．

8
（うち解消4）

1 ◎

10
（うち解消4）

残流域５

神沢川

塩谷川

残流域９

冷子沢川

残流域２ 0.96

河道閉塞箇所での土砂撤去・土砂生産抑制を図る．
流域内の大規模崩壊・地すべりにおいて土砂生産抑制を図る．
本川・支川において下流域に対する土砂生産・流出抑制を図る．特
に河道閉塞箇所が位置する支川の整備を優先する．
土石流の発生・流出抑制，捕捉を図る．

4.61残流域１

流域名 対象流域の土砂処理方針河道閉塞の
決壊の影響閉塞箇所数

9

12
（うち解消2）

◎

◎

◎

◎

－

１．芋川砂防計画１．芋川砂防計画 〔〔1.3 1.3 整備優先度が高い流域〕整備優先度が高い流域〕
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２．寺野・東竹沢地区の対策　２．寺野・東竹沢地区の対策　

２.1　河道閉塞対策の基本方針

○　○　地域復興支援地域復興支援

　　・　　・地域の復興地域の復興を支援するを支援する

（生活基盤が確保できる環境を創る）（生活基盤が確保できる環境を創る）

○　○　河道閉塞の流出抑制もしくは撤去河道閉塞の流出抑制もしくは撤去

　　　・　　　・計画規模の降雨による流水計画規模の降雨による流水が河道閉塞箇所を安全に流下できが河道閉塞箇所を安全に流下でき
　　　るようにする　　　るようにする

　　　（越流による河道閉塞箇所の侵食や洗掘を防止する）　　　（越流による河道閉塞箇所の侵食や洗掘を防止する）

　　　　　　　　・河道閉塞箇所での土砂生産・流出によって，芋川流域内およ・河道閉塞箇所での土砂生産・流出によって，芋川流域内およ
　　　び下流地域において　　　び下流地域において土砂・洪水氾濫が生じない土砂・洪水氾濫が生じないようにするようにする

４４

月月
以以
降降

○　仮排水路等の設置○　仮排水路等の設置

　　　融雪期及び出水期の流水が河道閉塞箇所を安全に流下できるよ　　　融雪期及び出水期の流水が河道閉塞箇所を安全に流下できるよ
　　うにする　　うにする

　　（越流による河道閉塞箇所の侵食や洗掘を防止する）　　（越流による河道閉塞箇所の侵食や洗掘を防止する）

○　河道閉塞湛水域の水位上昇抑制○　河道閉塞湛水域の水位上昇抑制

　　　　　　　　排水ポンプの設置等による，河道閉塞箇所の流水越流防止排水ポンプの設置等による，河道閉塞箇所の流水越流防止

○　警戒避難体制の整備○　警戒避難体制の整備
実実
施施
済済
みみ

緊急対策緊急対策緊急対策

応急対策応急対策応急対策

恒久対策恒久対策恒久対策
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２．２　対策における要求性能　　　　　　　　　　

①洪水期に地すべり土塊からの越流①洪水期に地すべり土塊からの越流
水を安全に河道閉塞から流下させる。水を安全に河道閉塞から流下させる。

②地すべり土塊内に発生する浸透流②地すべり土塊内に発生する浸透流
によって土塊が侵食されることを防によって土塊が侵食されることを防
止する。止する。

③洪水期及び満砂後の地震時に地す③洪水期及び満砂後の地震時に地す
べり土塊が滑動しない。べり土塊が滑動しない。

検討に対する制約条件検討に対する制約条件

◆洪水期の対象流量を１００年超過確率規模とする。◆洪水期の対象流量を１００年超過確率規模とする。
◆工期及び工費は一般的な工法を採用した場合を想定する。◆工期及び工費は一般的な工法を採用した場合を想定する。
◆施工時は重機が投入できるものとする。◆施工時は重機が投入できるものとする。
◆緊急対応施設の利用も考慮する。◆緊急対応施設の利用も考慮する。



２２..３３ 寺野・東竹沢地区の安定解析寺野・東竹沢地区の安定解析[[安定解析条件安定解析条件1]1]

2.3.1　安定解析条件

2.3.1.1　適用する安定解析手法
震度法（静的解析）を適用震度法（静的解析）を適用

　震度法（静的解析）を適用する。　震度法（静的解析）を適用する。

　地すべり安定解析として一般的な簡便法に、静的な震度（震度係数）　地すべり安定解析として一般的な簡便法に、静的な震度（震度係数）

を入力する。を入力する。

　設計震度（震度係数）は、河川砂防技術基準　設計震度（震度係数）は、河川砂防技術基準((案案))設計編［Ⅰ］より、設計編［Ⅰ］より、

「中心帯地域」、「通常の基礎岩盤」、「均一型フィルダム」の値で「中心帯地域」、「通常の基礎岩盤」、「均一型フィルダム」の値でああ

るる0.150.15を上限とし、パラメトリックに入力し、その影響を評価する。を上限とし、パラメトリックに入力し、その影響を評価する。
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２２..３３ 寺野・東竹沢地区の安定解析寺野・東竹沢地区の安定解析 [[安定解析条件安定解析条件2]2]

2.3.1.2　移動土塊の単位体積重量
18 18 KN/m3KN/m3

2.3.1.3　すべり面土質定数
①　土質試験結果（東竹沢地区のみ）①　土質試験結果（東竹沢地区のみ）

②　第三紀層地すべりの一般値における下限値②　第三紀層地すべりの一般値における下限値

③　発生前地形の安全率を③　発生前地形の安全率を1.01.0とし逆算法で求めた値とし逆算法で求めた値

④　発生後地形の安全率を④　発生後地形の安全率を1.01.0とし逆算法で求めた値とし逆算法で求めた値

⑤　発生前地形の逆算法で求めた値に対し、発生後の地形では粘着力⑤　発生前地形の逆算法で求めた値に対し、発生後の地形では粘着力

　　　　C=0C=0（（長距離移動により粘着力は残留強度まで低下した）と想定長距離移動により粘着力は残留強度まで低下した）と想定
討議資料2.2-1



２２..３３ 寺野・東竹沢地区の安定解析寺野・東竹沢地区の安定解析[[安定解析条件安定解析条件3]3]

2.3.1.4　地下水位
ボーリング掘進時地下水位を採用ボーリング掘進時地下水位を採用

2.3.1.5　計画安全率
計画安全率：計画安全率：1.201.20

2.3.1.6　安定解析ケース
①　発生前地形（地震前）①　発生前地形（地震前）

②　現地形（地震後）②　現地形（地震後）

③　恒久開削水路地形（寺野地区は解析測線で開削なし）③　恒久開削水路地形（寺野地区は解析測線で開削なし）

④　河道閉塞時土塊流出時④　河道閉塞時土塊流出時

⑤　現地形から地下水位⑤　現地形から地下水位55mm低下時低下時

⑥　現地形に対し震度（震度係数）をパラメトリックに変化させた場合⑥　現地形に対し震度（震度係数）をパラメトリックに変化させた場合
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２２..３３ 寺野・東竹沢地区の安定解析寺野・東竹沢地区の安定解析[[安定解析条件安定解析条件4]4]

2.3.1.7　東竹沢地区計算条件

常時のみ検討常時のみ検討
パラメトリックに変化（上限0.15）

し、影響度を評価する
震度（地震係数）

必要に応じて5m低下させ計算
必要に応じて5m低下させ

計算
必要に応じて5m低下させ計算地下水排除工

ボーリング掘進時水位ボーリング掘進時水位ボーリング掘進時水位地下水位

土質試験結果、一般値を基に設定
土質試験結果、一般値を

基に設定
土質試験結果、一般値、逆算法、

強度低減それぞれ計算
物性値

1:1.5で決定される開削水路河道を
基準に、緩勾配化。これによ
り、開削水路流況は、元河道
流況と概ね同様となる。

1:1.5法肩は仮応急排水ホースに影
響がない位置とされている。

左に同じ。

1:1.5で決定される開削水路河道を
基準に、緩勾配化。

なお、1:1.5法肩は仮応急排水ホー
スに影響がない位置とされて
いる。

法面形状

1:1.5～1:3.01:1.5～1:3.01:1.5～1:3.0開削法面勾配

○○○130.0m

○○○135.0m

○○○140.0m

○○○145.0m

○○○149.5m

呑口
標高

発生前後、開削時発生前後、開削時発生前後、開削時地形

右岸法面
円弧すべり

左岸法面
円弧すべり

地すべり

安定計算対象すべり
対象すべり
条件

討議資料23-1



2.3.2　調査結果 2.3.2.1　調査結果1

２２..３３ 寺野・東竹沢地区の安定解析寺野・東竹沢地区の安定解析[[調査結果調査結果11]]



2.3.2.2　調査結果2

２２..３３ 寺野・東竹沢地区の安定解析寺野・東竹沢地区の安定解析[[調査結果調査結果22]]



２２..３３ 寺野・東竹沢地区の安定解析寺野・東竹沢地区の安定解析[[土質定数検討結果土質定数検討結果1]1]

2.3.3　土質定数検討結果

2.3.3.1　土質定数検討結果1

寺野地区における寺野地区におけるすべり面土質定数ケースすべり面土質定数ケース検討結果検討結果一覧一覧

現地形の安全率1.008と過少
評価でNG

17.328発生前25
発生後0

発生前地形の逆算法で求めた値
に対し、発生後の地形では
粘着力C=0（長距離移動に
より粘着力は残留強度まで
低下したと想定）

４

発生前地形、発生後地形で
矛盾がなく整合する。

【採用】

17.32825発生前地形の安全率を1.0とし
逆算法で求めた値

３

発生前地形で1.0を下回りNG9.13620発生後地形の安全率を1.0とし
逆算法で求めた値

２

発生前地形で1.0を下回りNG12.00第三紀層地すべりの一般値にお
ける下限値

１

評　価
φ’
(゜)

Ｃ’
（KN/m2）

概要Case

討議資料2.2-1



２２..３３ 寺野・東竹沢地区の安定解析寺野・東竹沢地区の安定解析[[土質定数検討結果土質定数検討結果2]2]

2.3.3.2　土質定数検討結果2

東竹沢地区における東竹沢地区におけるすべり面土質定数ケースすべり面土質定数ケース検討結果検討結果一覧一覧

寺野地区の結果を見ると過少
評価となっている。
他地区との整合性の観点から
NG

14.604発生前25
発生後0

発生前地形の逆算法で求めた値
に対し、発生後の地形では粘着
力C=0（長距離移動により粘着力
は残留強度まで低下したと想定）

５

発生前地形、発生後地形で矛
盾がなく整合する。
【採用】

14.60425発生前地形の安全率を1.0とし逆
算法で求めた値

４

発生前地形で1.0を下回りNG0.13125発生後地形の安全率を1.0とし逆
算法で求めた値

３

発生前地形で1.0を下回りNG12.00第三紀層地すべりの一般値にお
ける下限値

２

発生前地形、発生後地形で矛
盾がなく整合する。
発生前地形の安全率は1.19で
あった。

18.025.5土質試験結果１

評　価
φ’
(゜)

Ｃ’
（KN/m2）

概要Case

討議資料2.2-2



２２..３３ 寺野・東竹沢地区の安定解析寺野・東竹沢地区の安定解析[[河道方向の安定性河道方向の安定性]]

2.3.4　河道閉塞部の河道方向の安定性の検討

　　地すべり安定解析に使用した物性値をもとに河道閉塞部の河床地すべり安定解析に使用した物性値をもとに河道閉塞部の河床
縦断方向の安定性について解析した。縦断方向の安定性について解析した。

寺野地区寺野地区

　　地震発生後縦断地形　　　　　　地震発生後縦断地形　　　　((ケースケース1)1)　　安全率安全率 5.065.06

　　　　仮応急開削水路工工事後地形仮応急開削水路工工事後地形((ケースケース2)2)　　安全率安全率 4.844.84

東竹沢地区東竹沢地区
　　地震発生後縦断地形　　　　　　地震発生後縦断地形　　　　((ケースケース1)1)　　安全率安全率 36.6336.63
　　　　仮応急開削水路工工事後地形仮応急開削水路工工事後地形((ケースケース2)2)　　安全率安全率 32.6932.69

討議資料2.2-1,2.3-5



２２..３３ 寺野・東竹沢地区の安定解析寺野・東竹沢地区の安定解析[[安定計算結果安定計算結果11]]

2.3.5　安定計算結果 2.3.5.1　安定計算結果1

東竹沢東竹沢地区　安定計算地区　安定計算結果結果一覧表一覧表(1)(1)恒久開削水路計画地形恒久開削水路計画地形

97.0 2,417.5 －1,113.2 －kN/m抑止力　

左岸法面
地すべり
(地震時)

≦1.000≦1.000≧1.200≦1.200≧1.200　　　

要対策0.994 0.887 1.895 0.993 1.332 　安全率EL=140.0m

　　　　43.000 30.000 m半径CASE3

－740.8 －104.4 －kN/m抑止力　

左岸法面
地すべり
(kh=0.15)

≧1.000≦1.000≧1.200≦1.200≧1.200　　　

要対策1.094 0.965 2.296 1.145 1.335 　安全率EL=145.0m

　　　　25.000 19.000 m半径CASE2

　－－－－－kN/m抑止力　

　≧1.000≧1.000≧1.200≧1.200≧1.200　　　

ＯＫ1.350 1.163 3.713 1.597 1.301 　安全率EL=149.5m

　　　　8.000 30.000 m半径CASE1

H.W.L
kh=0.12

H.W.L
Kh=0.15

H.W.LH.W.LH.W.L

評価

地すべり
(地震時)

地すべり左岸側法面右岸側法面

単位項目CASE

1:1.5法面勾配

討議資料2.3-3



２２..３３ 寺野・東竹沢地区の安定解析寺野・東竹沢地区の安定解析[[安定計算結果安定計算結果2]2]

2.3.5.2　安定計算結果2

東竹沢東竹沢地区　安定計算地区　安定計算結果結果一覧表一覧表((22))恒久開削水路計画地形恒久開削水路計画地形

盛　土　　　　　　γ=16.0kN/m3,C=0.0kN/m2,φ=25.0°　　　　　

すべり面強度　γ=18.0kN/m3,C=25.0kN/m2,φ=14.6°　　　　　

1,703.4 3,418.8 －2,173.2 655.2 kN/m抑止力　

左右岸法面
地すべり
(地震時)

≦1.000≦1.000≧1.200≦1.200≦1.200　　　

要対策0.896 0.810 1.521 0.850 1.131 　安全率EL=130.0m

　　　　69.000 49.000 m半径CASE5

1,223.7 3,267.0 －1.923.2－kN/m抑止力　

左岸法面
地すべり
(地震時)

≦1.000≦1.000≧1.200≦1.200≧1.200　　　

要対策0.933 0.838 1.663 0.885 1.255 　安全率EL=135.0m

　　　　56.000 39.000 m半径CASE4

H.W.L
kh=0.12

H.W.L
Kh=0.15

H.W.LH.W.LH.W.L

評価

地すべり
(地震時)

地すべり左岸側法面右岸側法面

単位項目CASE

1:1.5法面勾配

討議資料2.3-3



２２..３３ 寺野・東竹沢地区の安定解析寺野・東竹沢地区の安定解析[[安定計算結果安定計算結果33]]

2.3.5.3　安定計算結果3

東竹沢東竹沢地区　安定計算地区　安定計算結果結果一覧表一覧表((11))地下水排除工地下水排除工

－－－－－kN/m抑止力　
　

≧1.000≧1.000≧1.200≧1.200≧1.200　　　

ＯＫ1.159 1.034 2.203 1.358 1.332 　安全率EL=140.0m

　　　　41.000 30.000 m半径CASE3

－－－－－kN/m抑止力　
　

≧1.000≧1.000≧1.200≧1.200≧1.200　　　

ＯＫ1.197 1.056 2.510 1.435 1.335 　安全率EL=145.0m

　　　　36.000 19.000 m半径CASE2

－－－－－kN/m抑止力　

地下水排除
工不要

≧1.000≧1.000≧1.200≧1.200≧1.200　　　

ＯＫ1.350 1.163 3.713 1.597 1.301 　
安全率
(H.W.L)

EL=149.5m

　　　　8.000 30.000 m半径CASE1

P.W.L
kh=0.12

P.W.L
Kh=0.15

P.W.LP.W.LH.W.L

評価

地すべり
(地震時)

地すべり左岸側法面右岸側法面

単位項目CASE

1:1.5法面勾配

討議資料2.3-4



２２..３３ 寺野・東竹沢地区の安定解析寺野・東竹沢地区の安定解析[[安定計算結果安定計算結果44]]

2.3.5.4　安定計算結果4
東竹沢東竹沢地区　安定計算地区　安定計算結果結果一覧表一覧表((22))地下水排除工地下水排除工

－173.2 －－655.2 kN/m抑止力　

右岸法面
地すべり
(kh=0.15)

≧1.000≦1.000≧1.200≧1.200≦1.200　　　

要対策1.093 0.990 1.850 1.285 1.131 　安全率EL=130.0m

　　　　59.000 49.000 m半径CASE5

－－－－－kN/m抑止力　

　

≧1.000≧1.000≧1.200≧1.200≧1.200　　　

ＯＫ1.114 1.002 1.980 1.294 1.255 　安全率EL=135.0m

　　　　55.000 39.000 m半径CASE4

P.W.L
kh=0.12

P.W.L
Kh=0.15

P.W.LP.W.LH.W.L

評価

地すべり
(地震時)

地すべり左岸側法面右岸側法面

単位項目CASE

1:1.5法面勾配

●●計画安全率は常時が計画安全率は常時がFsPFsP=1.200,=1.200,地震時地震時ををFs=1.000Fs=1.000とする。とする。　　●●すべり面強度　すべり面強度　γγ=18.0kN/m3,C=25.0kN/m2,=18.0kN/m3,C=25.0kN/m2,φφ=14.6=14.6°°

●●盛土　盛土　γγ=16.0kN/m3,C=0.0kN/m2,=16.0kN/m3,C=0.0kN/m2,φφ=25.0=25.0°°　　●●左岸側法面左岸側法面((地すべり地すべり))に地下水排除工を計画し、地下水位をに地下水排除工を計画し、地下水位を5.0m5.0m低下させる。低下させる。

●●右岸法面は地下水排除工は計画しない。右岸法面は地下水排除工は計画しない。 討議資料2.3-4



２２..３３寺野・東竹沢地区の安定解析寺野・東竹沢地区の安定解析[[パイピングの検討パイピングの検討1]1]

2.3.6　河道閉塞部における
　　　　　　　　　パイピングの可能性の検討

2.3.6.1　入力物性値

　河道閉塞部における安定性の検討に加え、パイピング発
生の可能性に対する概略的な検討を、数値解析を主体に実
施した。

入力物性値（飽和透水係数と有効間隙率）

飽和透水係数
（㎝/s）

有効間隙率
(%)

飽和透水係数
（㎝/s）

有効間隙率
(%)

CASE1 1.0E-03

CASE2 1.0E-04

CASE3 1.0E-05

ｹｰｽ名

崩積土２崩積土１

15 1.0E-01 30

討議資料2.2-2



㎝/h ㎝/s ㎝/h ㎝/s

解析結果 1.91E+00 5.32E-04 6.90E-01 1.92E-04

基準値 7.97E-03 4.86E-02

解析結果 2.56E-01 7.11E-05 9.03E-02 2.51E-05

基準値 3.23E-03 4.86E-02

解析結果 3.08E-02 8.56E-06 1.62E-02 4.50E-06

基準値 1.31E-03 4.86E-02

崩積土１ 崩積土２

0.53 0.00192

Terzaghi式 1.12 1.36

透水係数からの推定式 8.72 0.52

0.71 0.00025

Terzaghi式 1.12 1.36

透水係数からの推定式 35.64 0.52

0.86 0.00005

Terzaghi式 1.12 1.36

透水係数からの推定式 145.72 0.52

CASE2

解析結果

基準値

CASE3

解析結果

基準値

最大動水勾配

CASE1

解析結果

基準値

崩積土２

CASE1

CASE2

CASE3

最大流速

崩積土１

２２..３３ 寺野・東竹沢地区の安定解析寺野・東竹沢地区の安定解析[[パイピングの検討パイピングの検討22]]

2.3.6.2　パイピングの可能性の検討結果1
地表付近における最大流速と最大動水勾配（寺野地区）地表付近における最大流速と最大動水勾配（寺野地区）

寺野地区では、全てのケース

が評価対象基準を下回ってい

るため、パイピング発生の可

能性は小さいものと考えられ

る。

討議資料2.2-2



２２..３３ 寺野・東竹沢地区の安定解析寺野・東竹沢地区の安定解析[[パイピングの検討パイピングの検討33]]

2.3.6.3　パイピングの可能性の検討結果2
地表付近における最大流速と最大動水勾配（地表付近における最大流速と最大動水勾配（東竹沢東竹沢地区）地区）

㎝/h ㎝/s ㎝/h ㎝/s

解析結果 1.40E+00 3.90E-04 2.72E-01 7.55E-05

基準値 7.97E-03 4.86E-02

解析結果 2.48E-01 6.89E-05 4.67E-02 1.30E-05

基準値 3.23E-03 4.86E-02

解析結果 4.16E-02 1.15E-05 7.34E-03 2.04E-06

基準値 1.31E-03 4.86E-02

崩積土１ 崩積土２

0.39 0.00076

Terzaghi式 1.12 1.36

透水係数からの推定式 8.72 0.52

0.69 0.00013

Terzaghi式 1.12 1.36

透水係数からの推定式 35.64 0.52

1.15 0.00002

Terzaghi式 1.12 1.36

透水係数からの推定式 145.72 0.52

崩積土２

解析結果

CASE1
基準値

CASE2

CASE3

基準値

解析結果

基準値

解析結果

最大動水勾配

CASE2

CASE3

CASE1

最大流速

崩積土１

CASE3の崩積土１において、
Terzaghiの限界動水勾配をわ
ずかに上回る結果が得られた。
ただし、Terzaghiの限界動水
勾配は比較的安全側の評価で
あることと、透水係数から推
定される限界動水勾配よりは
十分小さいことを考慮すると、
CASE３においてもパイピング
が発生する可能性は小さいと
考えられる。

討議資料2.3-5



2.3.8　法面対策

2.3.8.1　寺野法面対策

現状安全率現状安全率1.6081.608

対策工：対策工：集水井集水井

討議資料2.2-8

２２..３３ 寺野・東竹沢地区の安定解析寺野・東竹沢地区の安定解析[[寺野寺野法面法面対策対策]]



２２..３３ 寺野・東竹沢地区の安定解析寺野・東竹沢地区の安定解析[[東竹沢法面対策東竹沢法面対策11]]

2.3.8.2　東竹沢地区法面対策1

討議資料23-10

　検討ケース：呑口標高　検討ケース：呑口標高EL=149.5mEL=149.5m

　　　　　　　　　　　　　　水路幅水路幅2m2m

　　　　　　対策工：対策工：なしなし



討議資料23-11

２２..３３ 寺野・東竹沢地区の安定解析寺野・東竹沢地区の安定解析[[東竹沢法面対策東竹沢法面対策2]2]

2.3.8.3　東竹沢地区法面対策2

　検討ケース：呑口標高　検討ケース：呑口標高EL.145.0mEL.145.0m

　　　　　　　　　　　　　　水路幅水路幅1414mm

　　　　　　対策工：集水井工対策工：集水井工等等



２２..３３ 寺野・東竹沢地区の安定解析寺野・東竹沢地区の安定解析[[東竹沢法面対策東竹沢法面対策3]3]

2.3.8.4　東竹沢地区法面対策3

討議資料23-12

　　検討ケース：呑口標高検討ケース：呑口標高EL.140.0mEL.140.0m

　　　　　　　　　　　　　　水路幅水路幅14m14m

　　　　　　対策工：集水井工対策工：集水井工等等



２２..３３ 寺野・東竹沢地区の安定解析寺野・東竹沢地区の安定解析[[東竹沢法面対策東竹沢法面対策4]4]

2.3.8.5　東竹沢地区法面対策4

討議資料23-13

　検討ケース：呑口標高　検討ケース：呑口標高EL.135.0mEL.135.0m

　　　　　　　　　　　　　　水路幅水路幅14m14m

　　　　　　対策工：集水井工対策工：集水井工等等



　検討ケース：呑口標高　検討ケース：呑口標高EL.130.0mEL.130.0m

　　　　　　　　　　　　　　水路幅水路幅14m14m

　　　　　　対策工：集水井工対策工：集水井工

　　　　　　　アンカー工等　　　　　　　アンカー工等

2.3.8.6　東竹沢地区法面対策5

討議資料23-14

２２..３３ 寺野・東竹沢地区の安定解析寺野・東竹沢地区の安定解析[[東竹沢法面対策東竹沢法面対策5]5]



２．４　寺野地区２．４　寺野地区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［対策方針［対策方針］］

　　

　・地下水位の上昇を抑制して、地すべりの安定性（安全率）を確保　　・地下水位の上昇を抑制して、地すべりの安定性（安全率）を確保　
するする

②　河道直角方向（地すべり方向）の安定性に対して②　河道直角方向（地すべり方向）の安定性に対して

（水圧による決壊防止）（水圧による決壊防止）

　・水圧により不安定土塊が移動することを防止する目的で土塊の下流　・水圧により不安定土塊が移動することを防止する目的で土塊の下流
　に砂防堰堤を設ける．　に砂防堰堤を設ける．

（越流による決壊防止）（越流による決壊防止）

・越流水により不安定土塊が侵食され決壊しないように水路を設け、・越流水により不安定土塊が侵食され決壊しないように水路を設け、
　流水を安全に流下させる　流水を安全に流下させる

①　河道方向の安定性に対して①　河道方向の安定性に対して

討議資料22-3



２．４　寺野地区２．４　寺野地区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［計画条件［計画条件］］

　　

元河床幅程度元河床幅程度1010mm堰堤工の水通し幅堰堤工の水通し幅

元河床幅程度元河床幅程度1010mm開水路の底幅開水路の底幅

元河床勾配の元河床勾配の1/21/2程度程度1/801/80開水路の縦断勾配開水路の縦断勾配

仮排水路の呑口標高仮排水路の呑口標高EL 243.10mEL 243.10m開水路の呑口標高開水路の呑口標高

100100年超過確率流量年超過確率流量

土砂混入率　土砂混入率　10%10%
７０７０mm33/s/s計画対象流量計画対象流量

備　考備　考値値項　　目項　　目

討議資料22-3



砂防えん堤３基砂防えん堤３基

（（H=14.5m,H=10.0m,H=10.0mH=14.5m,H=10.0m,H=10.0m））

砂防えん堤２基砂防えん堤２基

（（H=20.0m,H=12.5mH=20.0m,H=12.5m））
集水井工集水井工

水路工水路工

（（1010mm××70m70m））

砂防えん堤１基砂防えん堤１基

（（H=33.0mH=33.0m））

開削せず河道閉開削せず河道閉
塞土塊の安定性塞土塊の安定性
を確保する．を確保する．

越流水を処理でき越流水を処理でき
る開水路を設ける．る開水路を設ける．

砂防えん堤を土塊下流に設け、砂防えん堤を土塊下流に設け、
土塊を堆砂敷き内に収める土塊を堆砂敷き内に収める

地すべり対策地すべり対策越流対策越流対策河道閉塞土塊対策河道閉塞土塊対策

対策工対策工

２．４　寺野地区２．４　寺野地区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［対策案［対策案］］

　　

討議資料22-4



縦断図

２．４　寺野地区　２．４　寺野地区　　　　　　　　　　　［寺野恒久対策［寺野恒久対策－砂防えん堤１基案－砂防えん堤１基案］］

　　概略工期概略工期→６８→６８ヶ月（６年以内）ヶ月（６年以内）
　　
　概略工費→　概略工費→3,0903,090百万円百万円

　　

芋川芋川

討議資料22-5



縦断図

22．４　寺野地区　．４　寺野地区　　　　　　　　　［寺野恒久対策［寺野恒久対策－砂防えん堤２基案］－砂防えん堤２基案］

芋川芋川

　　概略工期概略工期→６１→６１ヶ月（６年以内）ヶ月（６年以内）
　　
　概略工費→　概略工費→2,9702,970百万円百万円

　　

討議資料22-6



縦断図

22．４　寺野地区．４　寺野地区　　　　　　　　　　　　　　　　　　［恒久対策［恒久対策－砂防えん堤３基案－砂防えん堤３基案］］

　　概略工期概略工期→４４→４４ヶ月（４年以内）ヶ月（４年以内）
　　
　概略工費→　概略工費→2,2702,270百万円百万円

　　

芋川芋川

討議資料22-7



２．４　寺野地区対策比較表２．４　寺野地区対策比較表　　　　［　　　　［寺野恒久対策寺野恒久対策－比較］－比較］

全体工期全体工期

2,2702,2702,9702,9703,0903,090恒久対策概算費用恒久対策概算費用

（百万円）（百万円）

CASE3CASE3に比較して工期がに比較して工期が
長く工費も高い長く工費も高い

他案に比較して工期が長く他案に比較して工期が長く
工費も高い工費も高い

デメリットデメリット

他案に比較して最も工期他案に比較して最も工期
が短くかつ工費も安いが短くかつ工費も安い

メリットメリット

実働実働32.032.0ヶ月ヶ月

（平成（平成2020年年1212月）月）

実働実働40.040.0ヶ月ヶ月

（平成（平成2222年年99月）月）

実働実働48.048.0ヶ月ヶ月

（平成（平成2222年年1212月）月）

集水井工集水井工集水井工集水井工集水井工集水井工地すべり対策地すべり対策

150,000150,000150,000150,000290,000290,000上流埋戻（上流埋戻（mm33））

H=14.5mH=14.5m×１×１基基

H=10.0mH=10.0m×２×２基基

H=20.0mH=20.0m×１×１基基

H=12.5mH=12.5m×１×１基基

H=33.0mH=33.0m×１×１基基下流えん堤（群）下流えん堤（群）

水路工水路工

（（1010mm××70m70m））

水路工水路工

（（1010mm××70m70m））

水路工水路工

（（1010mm××70m70m））

水路掘削水路掘削

概概
要要

砂防えん堤３基案砂防えん堤３基案砂防えん堤２基案砂防えん堤２基案砂防えん堤１基案砂防えん堤１基案

ＣＡＳＥ３ＣＡＳＥ３ＣＡＳＥ２ＣＡＳＥ２ＣＡＳＥ１ＣＡＳＥ１
ＣＡＳＥ名ＣＡＳＥ名

討議資料22-9



２．５　東竹沢地区２．５　東竹沢地区　　　　　　　　　　　　　　　　　［対策方針　　　　　　　　　　　　　　　　　［対策方針］］

　・計画安全率を　・計画安全率をFs=1.2Fs=1.2として開削による呑口標高ごとに安定解析を　として開削による呑口標高ごとに安定解析を　
実施し、必要な対策を計画する実施し、必要な対策を計画する

②　河道直角方向（地すべり方向）の安定性に対して②　河道直角方向（地すべり方向）の安定性に対して

（水圧による決壊防止）（水圧による決壊防止）

　・水圧により不安定土塊が移動することを防止する目的で土塊の下流　・水圧により不安定土塊が移動することを防止する目的で土塊の下流
　に砂防堰堤を設ける．　に砂防堰堤を設ける．

（越流による決壊防止）（越流による決壊防止）

・越流水により不安定土塊が侵食され決壊しないように水路を設け、・越流水により不安定土塊が侵食され決壊しないように水路を設け、
　流水を安全に流下させる　流水を安全に流下させる

①　河道方向の安定性に対して①　河道方向の安定性に対して

討議資料23-6



２．５　東竹沢地区２．５　東竹沢地区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［検討ケース［検討ケース］］

EL130.0mEL130.0m なしなしなしなしなしなし
木籠地区の家屋が堆砂の影響木籠地区の家屋が堆砂の影響
を受けない．を受けない．

EL135.0mEL135.0m
55基基930m930m99戸戸EL140.0mEL140.0m
66基基1,300m1,300m1111戸戸将来、堆砂が進むと一部の家将来、堆砂が進むと一部の家

屋が影響を受ける．屋が影響を受ける．
EL145.0mEL145.0m

66基基2,1902,190mm1414戸戸
工期・工費を抑えるため、緊工期・工費を抑えるため、緊
急対策で施工した仮排水路を急対策で施工した仮排水路を
利用利用

EL149.5mEL149.5m

橋梁橋梁道路道路家屋家屋留意事項留意事項呑口標高呑口標高

討議資料23-7



２．５　東竹沢地区２．５　東竹沢地区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［計画条件［計画条件］］

元河床幅程度元河床幅程度14m14m

元河床幅程度元河床幅程度14m14m堰堤工の水通し幅堰堤工の水通し幅

現況（仮排水路）現況（仮排水路）22mm
開水路の底幅開水路の底幅

元河床勾配の元河床勾配の1/21/2程度程度1/2501/250開水路の縦断勾配開水路の縦断勾配

水路は右岸側地山に設ける水路は右岸側地山に設ける開水路の設置開水路の設置

100100年超過確率流量年超過確率流量

土砂混入率　土砂混入率　10%10%
２４０２４０mm33/s/s計画対象流量計画対象流量

備　考備　考値値項　　目項　　目

討議資料23-7



２．５　東竹沢地区２．５　東竹沢地区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［対策案［対策案］］

－－
トンネル工トンネル工
（（φφ9.5m9.5m））

なしなしEL130.0mEL130.0m

集水井工集水井工

アンカー工アンカー工

水路工水路工

（（1414mm××400m400m））

河道閉塞土塊全撤去河道閉塞土塊全撤去
EL130.0mEL130.0m

集水井工集水井工
水路工水路工

（（1414mm××360m360m））

砂防えん堤１基砂防えん堤１基

（（H=10.0mH=10.0m））
EL135.0mEL135.0m

集水井工集水井工
水路工水路工

（（1414mm××360m360m））

砂防えん堤１基砂防えん堤１基

（（H=14.5mH=14.5m））
EL140.0mEL140.0m

集水井工集水井工
水路工水路工

（（1414mm××300m300m））

砂防えん堤２基砂防えん堤２基

（（H=10.0m,H=12.0mH=10.0m,H=12.0m））
EL145.0mEL145.0m

－－
仮排水路仮排水路

（（22mm××150m150m））
砂防えん堤２基砂防えん堤２基

（（H=14.5m,H=12.0mH=14.5m,H=12.0m））
EL149.5mEL149.5m

河道閉塞土塊の安河道閉塞土塊の安
定性と整地後の利定性と整地後の利
用を考慮する用を考慮する

呑口標高まで開削呑口標高まで開削
し越流水を処理でし越流水を処理で
きる開水路を設けきる開水路を設け
るる

砂防えん堤を土塊下砂防えん堤を土塊下
流に設け、呑口標高流に設け、呑口標高
以下の土塊を堆砂敷以下の土塊を堆砂敷
き内に収めるき内に収める

法面対策法面対策越流対策越流対策河道閉塞対策河道閉塞対策

対策工対策工

呑口標高呑口標高

討議資料23-8



２．５　東竹沢地区２．５　東竹沢地区　　　　　　 ［恒久対策［恒久対策 CASECASE--1 1 EL.149.5mEL.149.5m］］

芋川芋川

芋川芋川

　　概略工期概略工期→２０→２０ヶ月（２年以内）ヶ月（２年以内）
　　
　概略工費→　概略工費→1,4401,440百万円百万円

　　

討議資料23-10



２．５　東竹沢地区２．５　東竹沢地区　　　　　　　　 ［恒久対策［恒久対策 CASECASE--2 2 EL.145.0mEL.145.0m］］

　　概略工期概略工期→３３→３３ヶ月（４年以内）ヶ月（４年以内）
　　
　概略工費→　概略工費→2,8502,850百万円百万円
　　

討議資料23-11



２．５　東竹沢地区２．５　東竹沢地区　　　　　　　　 ［恒久対策［恒久対策 CASECASE--3 3 EL.140.0mEL.140.0m］］

　　概略工期概略工期→３５→３５ヶ月（４年以内）ヶ月（４年以内）
　　
　概略工費→　概略工費→3,4403,440百万円百万円　　

討議資料23-12



２．５　東竹沢地区２．５　東竹沢地区　　　　　　　　 ［恒久対策［恒久対策 CASECASE--4 4 EL.135.0mEL.135.0m］］

　　概略工期概略工期→４５→４５ヶ月（５年以内）ヶ月（５年以内）
　　
　概略工費→　概略工費→4,7204,720百万円百万円　　

討議資料23-13



２．５　東竹沢地区２．５　東竹沢地区　　　　　　　　 ［恒久対策［恒久対策 CASECASE--5 5 EL.130.0mEL.130.0m］］

芋川

芋川

　　概略工期概略工期→→４９ヶ月（５年以内）４９ヶ月（５年以内）
　　
　概略工費→　概略工費→6,5806,580百万円百万円

　　

討議資料23-14



２．５　東竹沢地区２．５　東竹沢地区　　　　　　　　 ［恒久対策［恒久対策 CASECASE--6 6 トンネル案］トンネル案］

　　概略工期概略工期→→３４ヶ月（４年以内）３４ヶ月（４年以内）
　　
　概略工費→　概略工費→4,2604,260百万円百万円　　

討議資料23-15



２．５　東竹沢地区対策比較表２．５　東竹沢地区対策比較表　　　　　　［　　　　　　［恒久対策恒久対策－比較］－比較］

－（４）
３～４年

（４）

・工事完了後も、上流からの流出土砂の影響を受ける

・トンネル水路が閉塞する可能性を否定できない

・洪水や融雪出水中の土砂や流木によるトンネルの損傷、河積
阻害に対する点検、維持管理、補修を定期的に行う必要がある

・上流からの流出土砂量が大きいため、工事期間中に呑口標高
以上に土砂が堆積する可能性が高い

・施工中の仮排水路の確保が困難

ＣＡＳＥ６

EL130.0m

（トンネル案）

565,000m3

(100,000台)

最も高い

（６）

５～６年

（６）

・工事完了後も、上流からの流出土砂の影響を受ける

・上流からの流出土砂量が大きいため、工事期間中に呑口標高
以上に土砂が堆積する可能性が高い

ＣＡＳＥ５

EL130.0m

（全撤去案）

372,000m3

(67,000台)
（５）

５～６年

（５）

・・工事完了後も、上流からの流出土砂の影響を受ける工事完了後も、上流からの流出土砂の影響を受ける

・・上流からの流出土砂量が大きいため、工事期間中に呑口標高上流からの流出土砂量が大きいため、工事期間中に呑口標高
以上に土砂が堆積する可能性が高い以上に土砂が堆積する可能性が高い

ＣＡＳＥ４

EL135.0m

240,000m3

(43,000台)
（３）

３～４年

（３）

・集落の一部が計画堆砂の影響を受けるＣＡＳＥ３

EL140.0m

128,000m3

(23,000台)
（２）

３～４年

（２）

・集落の一部が計画堆砂の影響を受けるＣＡＳＥ２

EL145.0m

33,000m3

(6,000台)

最も安い

（１）

２年

（１）

・集落の一部が計画堆砂の影響を受けるＣＡＳＥ１

EL149.5m

処分する土砂量

（ﾄﾗｯｸ台数※3）

工　　費

（順位※2）

工　　期

（順位※1）
木籠集落への影響、その他

ＣＡＳＥ名

呑口標高

－（４）
３～４年

（４）

・工事完了後も、上流からの流出土砂の影響を受ける

・トンネル水路が閉塞する可能性を否定できない

・洪水や融雪出水中の土砂や流木によるトンネルの損傷、河積
阻害に対する点検、維持管理、補修を定期的に行う必要がある

・上流からの流出土砂量が大きいため、工事期間中に呑口標高
以上に土砂が堆積する可能性が高い

・施工中の仮排水路の確保が困難

ＣＡＳＥ６

EL130.0m

（トンネル案）

565,000m3

(100,000台)

最も高い

（６）

５～６年

（６）

・工事完了後も、上流からの流出土砂の影響を受ける

・上流からの流出土砂量が大きいため、工事期間中に呑口標高
以上に土砂が堆積する可能性が高い

ＣＡＳＥ５

EL130.0m

（全撤去案）

372,000m3

(67,000台)
（５）

５～６年

（５）

・・工事完了後も、上流からの流出土砂の影響を受ける工事完了後も、上流からの流出土砂の影響を受ける

・・上流からの流出土砂量が大きいため、工事期間中に呑口標高上流からの流出土砂量が大きいため、工事期間中に呑口標高
以上に土砂が堆積する可能性が高い以上に土砂が堆積する可能性が高い

ＣＡＳＥ４

EL135.0m

240,000m3

(43,000台)
（３）

３～４年

（３）

・集落の一部が計画堆砂の影響を受けるＣＡＳＥ３

EL140.0m

128,000m3

(23,000台)
（２）

３～４年

（２）

・集落の一部が計画堆砂の影響を受けるＣＡＳＥ２

EL145.0m

33,000m3

(6,000台)

最も安い

（１）

２年

（１）

・集落の一部が計画堆砂の影響を受けるＣＡＳＥ１

EL149.5m

処分する土砂量

（ﾄﾗｯｸ台数※3）

工　　費

（順位※2）

工　　期

（順位※1）
木籠集落への影響、その他

ＣＡＳＥ名

呑口標高

※１；概算工事が短い順番
※２；概算工事費用が安い順番

※３；10ｔトラックの台数に換算した値
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