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新潟県中越地震発生（地震及びその被害の概要）
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壊滅的な被害を受けた芋川流域

東竹沢地区・寺野地区の河道閉塞対策

芋川流域全体の復興を目指して

復興への第一歩と工事の困難性

１２箇所の工事の概要

芋川地区直轄地すべり対策事業
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平成１６年1０月２３日１７時５６分頃、新潟県中越

地方の深さ約１０kmでマグニチュード６.８の地震が

発生し、わが国で震度計による観測が始まって以来初

めて 大震度７を観測しました。また、同日１８時１

１分頃にマグニチュード６.０、１８時３４分頃にはマ

グニチュード６.５の地震が発生し、いずれも 大震度

６強を観測しました。

信濃川の河岸崩壊 県道・鉄道の被災（小千谷市浦柄）山腹崩壊（小千谷市荷頃）

土砂災害発生状況

一般的な地震による災害には、家屋等の倒壊とそれに

伴う人的被害、ライフラインの寸断、火災などの二次

的な被害があります。しかし、中山間地で起きたこの

地震では、山腹斜面の崩壊など土砂災害が多発したこ

とが特徴的でした。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １８

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５
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震度６強を観測した芋川流域では、地震による家屋等の倒壊、

道路の寸断、養鯉池や棚田等の主要産業施設が大きな被害を

受けました。流域面積３８.４km2で、魚野川合流点から中流

部の河床勾配は１／１５０～１／２００で、中流部から上流

部の河床勾配は１／３０～１／１００です。土砂災害につい

ては、斜面崩壊が１４１９箇所、地すべりが７５箇所発生す

る大規模なものでした。

さらに、崩れた土砂などが川をせき止めてしまう河道閉塞が

大小合わせて５５箇所で発生し、特に規模の大きかった寺野

地区、東竹沢地区の対応が急がれました。

壊滅的な被害を受けた芋川流域

河道閉塞は、上流に溜まった水が閉塞土塊を越流することにより決壊し、多量の水と土砂が土石

流となって一気に流れ下り、下流域に非常に大きな被害をもたらす恐れがあります。

寺野地区や東竹沢地区では、みるみるうちに水が溜まり、その決壊の危険性が高まっていきま

した。そのため、平成16年11月５日より直轄河川等災害関連緊急事業として河道閉塞対策に着

手し、まずポンプ排水や仮排水路による応急対策を実施しました。その後、緊急度の高い１２箇

所（砂防工事11箇所、新潟県からの受託工事１箇所）に対しても着手し、平成18年度までに完

了しています。

なお、現在の寺野地区及び東竹沢地区の河道閉塞箇所では、その影響で地盤が元の河床より

30ｍ高くなっています。

上流から見た地すべり直後の状況 （10月24日撮影） 徐々に水かさが増していく河道閉塞 （11月7日撮影）

寺野地区の河道閉塞

●河道閉塞の概要

下流から見た地すべり直後の状況 （10月28日撮影） 徐々に水かさが増していく河道閉塞 （11月7日撮影）

東竹沢地区の河道閉塞

長さ 幅 想定深さ 土砂量

寺野地区 ３６０ｍ ２３０ｍ ２５ｍ １,０４０,２２０ｍ3

東竹沢地区 ３５０ｍ ２９５ｍ ３０ｍ １,２９５,５４０ｍ3
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寺野地区の河道閉塞対策

施工中の仮設排水路（呑口部）、ポンプ設置状況 施工中の仮設排水路（開水路）施工状況

施工中の仮設排水路（吐口部）状況仮設配水管（プレスト管）設置状況（呑口部）

寺野地区では、周辺の地すべりの監視等を行いながら、①毎秒0.03トンの排水能力を持つ排水ポ

ンプを１６台設置して２４時間体制で稼働させ、②仮設排水路としてプレスト管（径1.2m・２

本）と開水路（長さ106m）を整備し、12月17日に自然流下に切り替えました。（仮設排水路

は100年に１度の洪水でも流せる断面になっています。）

現地における対応状況

完成した表面排水路

てら の
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東竹沢地区の河道閉塞対策

越流寸前まで水位が上昇（１１月１７日）

施工中の仮設排水路（開水路）施工状況

施工中の仮設排水路（吐口部）状況

仮設排水管（プレスト管）設置状況（呑口部）

東竹沢地区では、発生した地すべりの監視等を行いながら、①毎秒0.5トンの排水能力を持つ大型ポ

ンプを11月9日から６台（後12台）設置して24時間体制で稼働させ、② 5本の仮設排水管を河道

閉塞させている土砂の中に埋設して12月4日に通水し、③融雪出水を安全に流下させるための仮設

排水路を本格的な積雪前に完成させました。（仮設排水路は100年に1度の洪水でも流せる断面に

なっています。）

現地における対応状況

完成した仮排水路

ひがしたけざわ



芋川流域全体の復興を目指して

芋川河道閉塞対策検討委員会による恒久対策の検討

芋川流域の砂防計画と東竹沢・寺野両地区の恒久対策を検討するた

め、学識経験者・専門家からなる「芋川河道閉塞対策検討委員会（

委員長：丸井英明新潟大学教授）」を設置し検討を進めました。

【芋川流域における砂防事業の目的】

地域の復興計画と整合を図りながら、芋川に形成された河道閉塞に

対する恒久的な対策と併せて、芋川流域の大量の生産土砂量に見合

う適切な砂防計画を策定し、今後予想される土砂流出に対する、芋

川流域内及び下流地域の安全を確保することを目的に砂防事業を進

めます。

芋川流域の対策工事概要

平成１６年度に直轄河川等災害関連緊急事業とし

て緊急的に工事着手した寺野・東竹沢地区を含め、

平成17年度の直轄砂防事業においては、優先度

の高いと判断された１１箇所及び新潟県からの受

託工事１箇所を合わせて１２箇所の砂防えん堤、

法面対策工等の整備を進めました。

計4回行われた検討委員会
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芋川での砂防えん提等の構造選定

芋川本川での砂防えん提は、コンク
リート構造を基本としつつ、以下の
点に配慮し、様々な構造を採用して
います。
◆工事が短期間であること
◆現場内から発生する建設残土を有
効利用できること
◆道路復旧工事に支障を与えないよ
う、流域外からの資材の搬入を極力
抑えること

【工期短縮】
コンクリートブロック砂防えん提

【現場発生土の有効活用】
鋼製セル式砂防えん提
ダブルウォール式砂防えん提

地区名 砂防施設の概要

河道閉塞箇所下流に砂防えん堤３基と護岸工

地すべり地斜面の法面対策工

⑨東川地区 砂防えん堤１基

⑤南平地区 砂防えん堤１基

⑦西願寺川地区 砂防えん堤１基

③楢木地区 砂防えん堤１基と上流側の護岸工

⑧冷子沢川地区 砂防えん堤１基

河道閉塞箇所下流に砂防えん堤２基と護岸工

地すべり地斜面の法面対策工

④十二平地区 砂防えん堤１基と上流側の護岸工。左岸側崩壊地の法面対策工

⑥神沢川地区 砂防えん堤１基

⑩塩谷川地区 砂防えん堤１基

⑪竜光地区 砂防捕捉工(ﾜｲﾔｰﾈｯﾄ砂防えん堤)１基と遊砂地工

⑫梶金地区 床固工、集水井、盛土工、法枠工

②寺野地区

①東竹沢地区

⑨

③

⑫

⑥

②

⑤

⑦

⑧

①

④⑩

⑪

川口町

小千谷市

長岡市

魚沼市

砂

防

事

業

受託



復興への第一歩と工事の困難性

●工事用道路の施工

●脆弱な地盤の改良

●大雨による出水対応

●短い施工期間

豪雪地帯という条件から、工事ができ

る期間は半年程度です。平成１７年の

冬は根雪になる時期も早く、工事の中

断を余儀なくされました。

下流部の竜光地区では、早期の完成

を目指し降り積もった雪を除雪しなが

ら工事を進めました。

芋川流域での特徴的な地質は、砂岩と

泥岩です。これらの地質は、見た目で

は堅そうですが、水が混ざり合うと非

常に柔らかくなってしまうという性質

があります。

砂防えん堤の基礎となる箇所もその殆

どが弱い地盤のため、基礎として強度

をあげるなどの必要がありました。

地震によって道路が寸断されていた

ことなどにより、砂防工事を行う現

場へ到達するには、道路施工から始

めなければならない箇所がいくつも

ありました。

平成17年６月末。梅雨前線がもたら

した豪雨により、芋川流域では過去

大級の日雨量を記録しました。寺

野地区・東竹沢地区の仮排水路に異

常はありませんでしたが、道路や斜

面が崩落し、河川が氾濫するなどの

被害が発生しました。

施工中の工事用道路（塩谷川地区） 完成した工事用道路（塩谷川地区）

地盤改良の様子①（東竹沢地区） 地盤改良の様子②（東川地区）

出水で埋まった楢木橋（楢木地区） 道路の陥落（東竹沢地区）

平成17年12月の降雪（寺野地区） 除雪しながらの工事（竜光地区）

-６-

本格的な対策工事に取り掛かるにあたり、いくつかの問題に直面しました。工事は、それらの問

題を解決していくところから始まりました。



地すべり斜面の法面対策箇所（左：平成17年7月30日 右：平成18年11月1日）

東竹沢第１号砂防えん堤（奥が第２号砂防えん堤）

河道閉塞箇所の下流に２基の砂防えん堤

を施工し、河道閉塞箇所の崩壊斜面の法

面対策工事を行いました。

上流側の２号えん堤は斜面崩壊で発生し

た土砂を活用しています。

地すべりを起こした斜面は、不安定な土

砂をすべて取り除き、種子を吹きつけま

した。

①東竹沢地区

-７-

完成した東竹沢砂防えん堤群

東竹沢第２号砂防えん堤<上流側>（INSEM-SB・・・中詰はｲﾝｾﾑ工法､上流側は矢板＋下流
側はｺﾝｸﾘｰﾄ板）：高さ １１．５ｍ／長さ １１２ｍ

東竹沢第１号砂防えん堤<下流側>（重力式コンクリート）：高さ １４．５ｍ／長さ １０６ｍ
基礎地盤改良 ２号（越流部 Ｈ＝５．５ｍ、非越流部 Ｈ＝１２．０ｍ）・・・深層混合処理工法

ひがしたけざわ

〈長岡市 山古志〉



地すべり斜面の法面対策箇所（左：平成17年7月30日 右：平成18年11月2日）

寺野第１号砂防えん堤

河道閉塞箇所の下流に３基の砂防えん堤

を施工し、崩れた斜面には法面対策を行

いました。

寺野地区の上流の砂防えん堤は、地すべ

り発生の要因の一つである地下水が通り

抜ける構造にしてあります。

また法面対策では、現地で発生した倒木

材をチップ化して法面に吹きつけ、元の

植生に戻りやすくしました。

②寺野地区
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完成した寺野第２号・第３号砂防えん堤

寺野第３号砂防えん堤<上流側>（鋼製枠・・・中詰は岩砕）：高さ １４．５ｍ／長さ １０４．０ｍ
寺野第２号砂防えん堤<中 間>（鋼製枠・・・中詰は岩砕）：高さ ８ｍ／長さ ６７ｍ
寺野第１号砂防えん堤<下流側>（重力式コンクリート）：高さ １０ｍ／長さ ３９ｍ
基礎地盤改良 ３号（Ｈ＝９ｍ）と２号（Ｈ＝５．５ｍ）・・・イスム工法

１号（Ｈ＝５ｍ）・・・パワーブレンダー現地攪拌

てら の

〈長岡市 山古志〉



１２箇所の工事の概要

芋川

多聞田川

県道

県道
芋川

楢木集落

不安定土砂の流出を抑えるため、砂防えん堤１基と上流側
の護岸工、左岸側崩壊地の法面対策工 を行いました。
この地区は芋川流域で行われてる工事のうち、本川最下流
部の砂防えん堤になります。

施工中の砂防えん堤

上流からの土砂が溜まりやすくなった楢木地区。流路の

整備と不安定な土砂を抑えるため砂防えん堤１基を建設

しました。

③楢木地区

④十二平地区

-９-

完成した流路工

完成した砂防えん堤

完成した砂防えん堤と法面対策工

楢木砂防えん堤（重力式コンクリート）
高さ ５ｍ
長さ ４１ｍ
流路工延長 Ｌ＝３０３ｍ

十二平砂防えん堤（重力式コンクリート）
高さ ７ｍ
長さ ６１ｍ

な ら の き

じゅうにだいら

〈長岡市 山古志〉

〈小千谷市〉



芋川

池谷集落

芋川

国道
291

神沢川

国道291

芋川
東竹沢

施工中の砂防えん堤

地震による崩壊で河道閉塞が発生しました。その不安定土

砂を抑えるため砂防えん堤１基を施工しました。

上流にたまった不安定土砂を抑えるため、砂防えん堤１

基を施工しました。

このえん堤の中の土砂は、東竹沢地区の斜面崩壊で発生

した土砂を利用しています。

現地発生土砂を有効活用

⑤南平地区

⑥神沢川地区
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完成した砂防えん堤

完成した砂防えん堤

南平砂防えん堤（鋼製セル）
高さ １４．５ｍ
長さ ９７．０ｍ

神沢川砂防えん堤（鋼製セル）
高さ １４．５ｍ
長さ ８５．３ｍ

な ん ぺ い

かみ さわ がわ

〈長岡市 山古志〉

〈長岡市 山古志〉



楢木集落に流入する西願寺川は、土石流危険渓流です。

地震により上流に多くの崩壊が確認されたため、砂防え

ん堤１基を施工しました。

冷子沢は木篭集落の上流に流入する小渓流です。普段は

水量の少ない渓流ですが、地震により上流に不安定な土

砂が堆積しています。この不安定土砂の抑制を目的とし

て、砂防えん堤１基を施工しました。

楢木集落

芋川
冷子沢川

木籠集落

⑦西願寺川地区

⑧冷子沢川地区
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施工中の砂防えん堤

施工中の砂防えん堤

完成した砂防えん堤

完成した砂防えん堤

西願寺川砂防えん堤（鋼製ダブルウォール）
高さ １４．５ｍ
長さ ４８．６ｍ

冷子沢川砂防えん堤（鋼製ダブルウォール）
高さ １４．５ｍ
長さ ５０．５ｍ

さい がん じ がわ

ひゃ こ ざわがわ

〈長岡市 山古志〉

〈長岡市 山古志〉



羽黒トンネルの出口に位置します。手前には芋川流域内の

各集落につながる県道が走っており、県道の保全のため砂

防えん堤１基を施工しました。

塩谷川は地震で多くの河道閉塞が発生しました。この不

安定土砂を抑えるため、砂防えん堤1基を施工しました。

施工中の砂防えん堤

施工中の砂防えん堤

羽黒トンネル

東川

塩谷川

⑨東川地区

⑩塩谷川地区
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完成した砂防えん堤

完成した砂防えん堤

東川砂防えん堤（コンクリートブロック）
高さ １４．８ｍ
長さ ５６．７ｍ

塩谷川砂防えん堤（コンクリートブロック）
高さ １４．８ｍ
長さ ８４．３ｍ

あづまがわ

しお だに がわ

〈長岡市 山古志〉

〈北魚沼郡 川口町〉



遊砂地は、出水時等、上流から大量
の土砂流出があったとき、その土砂
が一気に下流へと流れ出ないよう一
時的に受け止める施設です。芋川流
域の地質は砂質分が多いため、出水
時には細かい土砂が流出します。竜
光地区の遊砂地では、その粒の細か
い土砂を堆積させる工夫を施してい
ます。

【遊砂地とは】

芋川最下流部に位置する竜光地区では、出水に備え土砂を受け止める遊砂地を施工しました。ま

た緊急対策として遊砂地の上流に砂防捕捉工（ワイヤーネット砂防えん堤）を施工しました。砂

防捕捉工は平成17年10月に完成しました。

除雪しながらの工事 砂防捕捉工（ワイヤーネット砂防えん堤）

遊砂地：通常時は、河道は奥をとおり、出水時は手前のスペースで土砂を受け止めます。

⑪竜光地区

-１３-

流量が少ないときは、水は水路
部分を流れます。

出水時には土砂を多く含んだ水
が遊砂地へ流れ込みます。

流速が遅くなる遊砂地に、土砂
が堆積します。

りゅうこう

〈魚沼市〉

遊砂地（効果量 ４２，４００ｍ３）
床固工 ４基
帯 工 ２基
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④

②

①

③

床固工

集水井

盛土工

法枠工

斜面崩壊の拡大を防ぐ（④）

地すべり斜面の末端を土砂などで固め、動
きを抑える（②）

地すべり活動の一要因となる地下水を集め
て排水する（③）

土砂をためて土砂の移動を抑制し、地すべりを
安定させる（①）

⑫梶金地区

地すべり対策工事の全容 （平成18年11月8日撮影）

かじがね

新潟県と受託契約を結び湯沢砂防事務所が地すべり対策工事を行いました。

〈長岡市 山古志〉

床固工（鋼製セル） 高さ １４．５ｍ 長さ １０５ｍ
集水井工 ２基
盛土工 ７６，０００ｍ３

斜面対策（法枠工） １１，９５０ｍ２
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芋川地区直轄地すべり対策事業 （新潟県長岡市、小千谷市、魚沼市、川口町）

１．直轄地すべり対策事業の目的

新潟県中越地震により芋川流域では、７５箇所の地すべりが発生し、甚大な災害となりました。そ

の上、平成１７年から平成１８年にかけての冬には２０年ぶりの豪雪が中越地方を襲い、春先の融

雪やそれに伴う出水などによって流域の荒廃が進みました。地震により地盤が緩んでおり、今後の

豪雨などによって新たな地すべりの発生や山地の荒廃が拡大することが懸念されています。

このため湯沢砂防事務所では、地震直後から取り組んできた直轄砂防事業に加え、平成１８年度よ

り直轄地すべり対策事業に着手し、当該流域における土砂災害対策を集中的かつ迅速に行い、安全

の確保を図ります。直轄砂防事業と直轄地すべり対策事業が連携して観測・調査計画・対策を効果

的・効率的に進め、安心して暮らせる地域の復興に勤めます。

２．直轄地すべり対策事業の対象範囲について

芋川流域内において、航空写真判読及び現地調査の結果に基づき抽出した地すべり７５箇所につい

て、他省庁所轄箇所及び東竹沢、寺野を除き、集落やライフライン、芋川に影響を与える全ての地

すべりとして５６箇所を選定した。この５６箇所の対策工全体計画を効果的・効率的に立案する上

で、各地すべりの規模や地すべり相互の位置関係、保全対象に与える影響、地形や斜面形態を勘案

し、近接する箇所を１つの区域としてまとめ１９地区とした。

安全で安心して暮らせる地域の復興を目指して

山古志支所

直轄地すべり対策
事業の対象19地区

地 区 名 位 置

①池 谷 長岡市山古志

②南平池谷 長岡市山古志

③楢 木 長岡市山古志

④木 籠 北 長岡市山古志

⑤木籠対岸 長岡市山古志

⑥十 二 平 小千谷市

⑦中十二平 小千谷市

⑧下十二平 魚沼市

⑨大 久 保 長岡市山古志

⑩大久保地蔵 長岡市山古志

⑪梶 金 北 長岡市山古志

⑫二 丁 野 長岡市山古志

⑬塩谷神沢川 小千谷市

⑭下之沢(梶金) 長岡市山古志

⑮小松倉前沢 長岡市山古志

⑯上 塩 谷 小千谷市

⑰下 塩 谷 小千谷市

⑱峠塩谷川 川口町

⑲峠塩谷川下流 川口町

②

③

①

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨
⑩

⑪

⑫

⑭⑬

⑮⑯

⑰
⑱

⑲

長岡市

魚沼市

川口町

小千谷市
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地すべり対策工法のイメージ
のり面工

排水トンネル

押え盛土工

床固工

集水井工

水路工

杭工

地すべり対策工について

地すべりは地形・地質構造・地下水・地震などが複雑に組み合わさって発生するため、その対策工

も多岐にわたります。大きく分類すると抑制工と抑止工にわけられますが、工事費・施工時間・効

果及び地域の条件などを勘案しながら 適な工法を採用します。工事を進めるにあたっては、住民

の方々の生活や景観に配慮するとともに、工事の内容についての説明も積極的に行っていきます。

抑 制 工抑 制 工

排土工排土工

押え盛土工押え盛土工

河川構造物（床固工、水制工、護岸）河川構造物（床固工、水制工、護岸）

地表水排除工（水路工、浸透防止工）地表水排除工（水路工、浸透防止工）

地下水排除工地下水排除工

浅層地下水排除工（暗渠工、横ボーリング等）浅層地下水排除工（暗渠工、横ボーリング等）

深層地下水排除工（集水井工、排水トンネル等）深層地下水排除工（集水井工、排水トンネル等）

抑 止 工抑 止 工

杭工杭工

深礎工深礎工

アンカー工アンカー工 集水井工

杭工

（のり枠工・植生工）
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土砂災害対策に伴って整備した

工事用道路は、工事終了後、住

民の方々の生活道路として利用

されています。

寺野地区では、被災した県道の

復旧が完了していないため、工

事用道路を新潟県に移管し、県

道24号として利用されています。

また、楢木集落では、出水によ

り何度も楢木橋が被災し、住民

の方々の一時帰村さえ出来ない

状況でした。そこで楢木橋より

高い箇所に仮橋を設け、安全に

集落に入れるようにしました。

出水により何度も水没した楢木橋

【寺野地区】新潟県に移管した工事用道路

新たに設置した橋（手前が楢木橋）

建設中の県道

元寺野地区の
工事用道路

至 山古志支所

楢木集落の復興支援

地域の復興支援

被災した道路を工事用として整備し（写真①、H17.6）、さらに工事用道
路として橋を設置（写真②、H17.8）

①

②
楢木集落

その他の地区

東川地区や梶金地区

においても同様に、

土砂災害対策に伴い

整備した工事用道路

などは、市道等とし

て地域に利用してい

ただいています。

市道として活用されている 梶金集落内を通る付け替え道路として整備

羽黒トンネル→

東川砂防堰堤

東川地区 梶金地区

付け替えた道路

国道291
⇔
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・現地における住民説明 ・ＨＰ「芋川流域の砂防事業」

・「芋川砂防かわら版」
・地元小学生の総合学習

芋川流域で進められている砂防事業について、地域の方々に知って頂くことを目的に、ホームペー

ジでは「芋川流域の砂防事業」のコーナーを設けています。

また、寺野地区と東竹沢地区については監視カメラによるリアルタイム映像を公開しています。

さらに、芋川流域での工事について、その進捗状況や現場で働く声なども併せてまとめた「芋川砂

防かわら版」を発行しています。

住民説明会の様子不安定な土砂の残る芋川流域

緊急的に工事が必要な12箇所の工事は終了しましたが、芋川流域にはまだ対策を行う必要がある

箇所は来年度以降も砂防事業・地すべり対策事業を継続して行います。

これからも芋川流域の住民の方々の安全で安心できる暮らしと、一日も早い復興を、地域の方々と

コミュニケーションをはかりながら工事を進めて参ります。

地域への情報提供・現場公開

今後の直轄砂防事業・直轄地すべり対策事業について



国土交通省 北陸地方整備局 湯沢砂防事務所

〒949-6102 南魚沼郡湯沢町大字神立23 電話 025（784）2263 （代表）
ホームページ http://www.hrr.mlit.go.jp/yuzawa/

このパンフレットは再生紙を使用しています

●東竹沢地区の変遷

地震前 地震直後

緊急対策工事完了直前の状況

※表紙写真：東竹沢地区の砂防えん堤施工状況及び完成状況


