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2Q� WKH� DIWHUQRRQ� RI� 2FWREHU� ��UG� ������ D� GLVDVWURXV� HDUWKTXDNH� VWUXFN� &KXHVWX�� -DSDQ��
PDNLQJ� D� VDFULILFH� RI� SUHFLRXV� OLIH�� DQG� FDXVLQJ� VHULRXV� HFRQRPLF� GDPDJH�� 7KLV� ODUJH�VFDOH�
HDUWKTXDNH�OHG�WR�YDULRXV�NLQGV�RI�GLVDVWHUV��L�H���QXPHURXV�VORSH�IDLOXUHV�DQG�FROODSVHV��EHFDXVH�
LW� RFFXUUHG� GLUHFWO\� XQGHUQHDWK� WKH� &KXHWVX� UHJLRQ� NQRZQ� IRU� LWV� VXVFHSWLELOLW\� WR� ODQGVOLGH�
GLVDVWHUV�� ,PPHGLDWHO\� DIWHU� WKH� HDUWKTXDNH� WKH� SHRSOH� RI� &KXHWVX� VXIIHUHG� H[WUHPHO\��
SRVW�HDUWKTXDNH� UHKDELOLWDWLRQ� ZDV� LQLWLDWHG� WKURXJK� HQRUPRXV� HIIRUWV� RU� UHVLGHQWV� DQG� JUHDW�
VXSSRUW� IURP� WKH� YDULRXV� RUJDQL]DWLRQV��'XULQJ� WKH� LQWHUYHQLQJ� SHULRG� IROORZLQJ� WKH�&KXHVWX�
HDUWKTXDNH�� WKH� ODQGVOLGH�VFDUV�KDYH�EHHQ� WUHDWHG�DQG�� VLPLODUO\�� WKH�SHRSOH¶V�UHPHPEUDQFH�RI�
WKH�WHUULEOH�FLUFXPVWDQFHV�VXUURXQGLQJ�WKHVH�HDUWKTXDNH�GLVDVWHUV�KDV�IDGHG��
:H�� WKH� FRPPLWWHH� RI� VORSH� HQJLQHHULQJ�� JHRWHFKQLFDO� HQJLQHHULQJ�� DLP� WR� SURYLGH� HIIHFWLYH�

LQIRUPDWLRQ�WKURXJK�WKLV�³/HDUQLQJ�0DS´�ZKLFK�ZLOO�EH�ZLGHO\�GLVWULEXWHG�WR�WKH�SXEOLF�DQG�ZLOO�
SUHVHUYH�SHRSOH¶V�H[SHULHQFHV�DQG�PHPRULHV�RI�WKH�&KXHWVX�HDUWKTXDNH��DQG�LQIRUP�WKHP�RI�WKH�
ZHDN�FRQGLWLRQV�RI�RXU�QDWLYH� WHUUDLQ�VR� WKDW�FDUHIXO� IXWXUH�SODQQLQJ�ZLOO�EH�HQFRXUDJHG��7KLV�
³/HDUQLQJ�0DS´�LV�SURGXFHG�DV�D�JXLGH�IRU�WUDYHOHUV�LQ�DQG�DURXQG�GLVDVWHU�VWULFNHQ�VLWHV�LQ�WKH�
&KXHWVX�UHJLRQ��WKXV�RQO\�WKH�UHODWLYHO\�ODUJH�VFDOH�ODQGVLGHV�DQG�FROODSVHV�ZLWK�VSHFLDO�IHDWXUHV�
DSSHDU�RQ�WKLV�PDS��PDQ\�RWKHU�ODQGVOLGHV�ZHUH�RPLWWHG��
�

7KH�6XE�FRPPLWWHH�RQ�6ORSH�(QJLQHHULQJ��&RPPLWWHH�RQ�*HRWHFKQLFDO�(QJLQHHULQJ��-6&(�

2004年 新潟県中越地震
15年後 山古志巡検

土木学会 地盤工学委員会 斜面工学小委員会
メンバー：鈴木委員長，石田，岩佐，上野，

北爪、瀬戸，中野，中村，吉川

巡検実施日：2019年11月24日～25日



画像 ©2020 CNES / Airbus、Data Japan Hydrographic Association、Landsat / Copernicus、Maxar Technologies、地図データ ©2020 1 km 

A：妙⾒
B：浦柄

C:南荷項
D:⼭古志おらたる

F：尼ケ池地すべり地
G：盗⼈の墓

E:寺野

H:南平

I:東⽵沢

J:⽊籠

K:濁沢

L:⾼畑団地

M:蓬平

P:震央
（メモリアルパーク）

N:⼤⽇⼭地すべり
O：中越地震慰霊碑

Q：⻑岡きおくみらい
巡検ルート

■2019.11/24
長岡駅前→①妙見→②横渡→上越新幹線トンネル脇の法枠工 →井桁擁壁
(→山古志虫亀→やまこし復興交流館「おらたる」→⑧寺野→©盗人の
墓→⑦東竹沢→東竹沢木籠(こごも)地区→⑩濁沢

■2019.11/25
長岡駅前→高町団地→蓬平(よもぎひら)えびす屋さんでインタビュー→
④塩谷・大日山→震央メモリアルパーク(閉鎖中)→長岡震災アーカイブ
センター



土木学会 地盤工学委員会 斜面工学小委員会「新潟県中越地震土砂災害学習マップ」, 2007年10月23日発行 より抜粋・加工



目次

１、対策工効果 石田（岩佐）

２、復旧状況 北爪・吉川

３、景観・地形 中村

４、森林・植生 中野

５、災害伝承 上野・鈴木

６、総括 岩佐



対策工効果



妙⾒(⽩岩)の
岩盤崩壊復旧対策

Ø 砂岩層主体の流れ盤による⼤崩壊後の斜
⾯復旧対策⼯は、不安定⼟砂除去後に斜
⾯上部の2次すべり防⽌としてアンカー⼯
を採⽤。

Ø 注⽬すべきは、アンカー受圧板として鋼
製を採⽤している点である。⼯期短縮な
どの利点はあるが、緑化を特に意識して
の採⽤と思われ、遠⽬からは植⽣により
⽬⽴たず、当地の災害を知らない⼈には、
⾃然斜⾯そのままであり、効果あり。

(H2004.10.24 新潟県提供)

( 斜⾯対策施⼯ 新潟県提供)

2019.11.24

( アンカー鋼製
受圧板)



南平楢⽊地区
地すべり復旧対策

( 新潟県提供)

( 斜⾯復旧対策施⼯ 新潟県提供)

Ø 南平楢⽊地区の⼤規模な斜⾯崩壊で
は⽜舎が被害を受け、前代未聞のヘ
リコプターによる⽜の救出劇があっ
た。

Ø 被災斜⾯は⼿で引っ掻いた跡のよう
に、4〜5本の沢筋が残り、そこに明
暗渠⼯を設置、表⾯・地下⽔の排除
により被災斜⾯の安定化を図られて
いる。

Ø ⼀⽅、滑落崖(?)と考えられる斜⾯上
部のみ枠⼯が施され、これら対策⼯
は現状においても効果的。

崩れ落ち懸ける⽜舎

2019.11.24

上部のり枠⼯

排⽔⼯



地震直後（2006.5.13撮影）

地震後1年（2006.12.7撮影） 15年経過後（2019.11.24撮影）

地震後1.5年（2007.5.19撮影）

場所：⻑岡市⼭古志南平（楢⽊）



地震後1.5年（2007.5.19撮影）



⻑岡市⾼町住宅団地
盛⼟斜⾯災害対策

( ⻑岡技術科学⼤学樋⼝秀教授
⾯的被害と住⺠被害より抜粋)

補強⼟

嵩
盛
⼟

2019.11.25

Ø ⾼町団地の被災住宅では、⽚切⽚盛
上(と思われる)の住宅が、盛⼟の崩壊
により傾斜損壊した。

Ø 被災後復旧⼯は、補強⼟を⽤いた復
旧盛⼟である。補強⼟の種類は明確
でが、壁⾯には鋼製枠と植⽣マット
を⽤い植⽣に配慮。また、斜⾯上の
基礎は⼗分な根⼊れが必要であり、
補強⼟の対策効果(安定性)は施⼯に⼤
きく依存する。

Ø なお、住宅の基礎や配管等の空間確
保から嵩盛⼟を設置。



2019.11.25

Ø ⾼町団地は丘陵地を切り盛りして造成した団地である。
Ø 写真に⽰す街路は⾼台造成地から下る道路であり、切⼟宅地を抑
えるモタレ擁壁(H≒5m)が終点部まで続いている。

Ø 震災時は⼤きな変状がなかったと思われる擁壁に対して、震災後
(?)に予防保全的に、また、耐震対策としてアンカーによる補強が
なされている。補強対策には問題ないと思うが、住宅下に挿⼊し
たアンカーに弊害がないのか、気になるところである。

(グーグルストリートビュー)

⻑岡市⾼町住宅団地
盛⼟斜⾯災害対策
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宅地盛⼟・擁壁
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場所：⻑岡市⾼町

地震直後（委員会報告書） 15年経過後（2019.11.24撮影）

ジオテキスタイルによる補強盛⼟

グラウンドアンカーによる変状擁壁補強
→擁壁健全性確認後、グラウンドアンカー
の反⼒板として活⽤か？



神沢川（⼤⽇⼭）
⼤規模地すべり復旧対策

Ø 中越地震による地すべりの最⼤級が⼤⽇⼭の地すべりである。
Ø 被災時の地すべりで落ち込んだ⼟塊は⼭側の窪んでおり、地すべ
り⼟塊は対岸斜⾯で留まり安定した。滑り落ち⼭側に落ち込んだ
⼟塊を平坦地とする対策により2次⼩すべり防⽌を図った。

Ø 現在でも鮮明に残る滑落崖が⽣々しい。

⼭側に傾いた⼟塊
の平坦化

滑り落ちて⼭側に
傾いた⼟塊線

(新潟県中越地震⼟砂災害学習マップより抜粋)

2019.11.25



地すべり排⼟⼯ 場所：⻑岡市⼩千⾕市塩⾕
（⼤⽇⼭地すべり）

地震後1.5年（2007.5.19撮影）

15年経過後（2019.11.24撮影）
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地震直後（委員会報告書）



砂防えん堤（鋼製枠構造）

地震後1.5年（2007.5.19撮影）

15年経過後（2019.11.24撮影）

場所：⻑岡市⻑岡市⼭古志種芋原
（寺野河道閉塞箇所：寺野１号砂防えん堤）

施⼯中（2006.10.28撮影） 地震後1.5年（2007.5.19撮影）



⾼エネルギー構造物

15年経過後（2019.11.24撮影）地震後２年（2006.10.28撮影）

当時は、まだ普及していなかった⾼エ
ネルギー構造物が、中越地震復旧事業
では、様々なエネルギー吸収構造物が
築造された

場所：⻑岡市⻑岡市⼭古志東⽵沢
（神沢川砂防えん堤：円形セル R291沿）



濁沢地すべり
復旧対策

Ø 濁沢地すべりは幅70m、斜⾯⻑130m
規模で発⽣した。地すべり発⽣時、
県道23号線のトンネル(濁沢トンネ
ル)を建設中であった。

Ø トンネルは地すべり移動⼟塊を避け
た計画(?)により、影響なく完成した。

Ø 地すべり対策⼯の横ボーリング、集
⽔井、杭⼯により現在では地すべり
は安定している。

(新潟県中越地震⼟砂災害学習マップより抜粋)

2019.11.24

濁沢地すべり

濁沢トンネル



井桁擁壁
の復旧対策

(道路沿いの井桁擁壁 2019.11.25) 

(⻑岡技術科学⼤学⼤塚 悟教授
⼟構造物の被害 より抜粋) 

(井桁擁壁標準断⾯) 

巡検移動中に、補修して継続使⽤している井桁擁壁
を発⾒した。
左下写真は中越地震で損傷した井桁擁壁であり、⾼
さの違う井桁間の部材が外れ落下した事例。
本井桁では、地震の影響での損傷かは不明であるが、
噛合せ部を補修して、使⽤している。

控え噛合せ部材
を補修



地震直後（2005.5.14撮影）

15年経過後（2019.11.24撮影）

井桁擁壁 地震によって、⼗字状に⻲裂が発⽣した井桁擁壁と、
１５年経過した井桁擁壁の状況

場所：南荷項T字交差点

井桁擁壁ブロック部の補修状況
（2019.11.24撮影）

地震後２年（2006.10.28撮影）



上越新幹線浦柄地区
トンネル坑⼝斜⾯崩壊

復旧対策

(2004.10 (株)NPP申請提供) 

2019.11.24

Ø 浦柄地区における上越新幹線トン
ネル坑⼝付近を中⼼に表層崩壊が
発⽣した。斜⾯崩壊の対策⼯とし
ては広範囲に渡り、枠⼯が施⼯さ
れた。

Ø 当初の懸念であった⾃然斜⾯景観
の損失に対し、枠内の植⽣による
斜⾯緑化が成功している。



のり枠

地震１年後（2006.5.13撮影） 15年経過後（2019.11.24撮影）

場所：⼩千⾕市⼤字浦柄
（上越新幹線・国道R291交差部）



復旧状況



妙見（白岩）の岩盤崩落

廃土・除去工，アンカー工による復旧対策後

妙見メモリアルパーク

15年経過後（2019.11.24撮影）



妙見メモリアルパーク

妙見メモリアルパーク

・駐車場所がない

・崩壊斜面･対策斜面に向かう視線と説明
パネルに向かう視線が反対になる．

視線を合わせたい．

・残存させた崩落岩塊に草木が繁茂し当時
の状況が分かりにくい．

岩塊表面のコーティング等が必要
2019.11.24撮影

メモリアルパークの平面図
（現地 説明パネルを撮影・抜粋・加工）



2019.11.24撮影

横渡の岩盤すべり

信濃川

下の写真の視野

地震直後



上越新幹線トンネル脇：法枠工

井桁擁壁

2019.11.24撮影
2019.11.24撮影

2019.11.24撮影 2019.11.24撮影



寺野地区の河道閉塞

2019.11.24撮影

2019.11.24撮影

現地 説明パネルを撮影(2019.11.24)・抜粋・加工

現地 説明パネルについて
Ø 当時の土砂災害，河道閉塞，それらへの対応・対策
工の状況・様子が良く分かる説明となっている

Ø 一部，発生土砂量と幅×長さ×深さとの関係が不明
瞭な説明となっている

Ø ただし，一般の人が見るには非常に分かり難い場所
に設置されている



現地 説明パネルを撮影(2019.11.24)・抜粋・加工



現地 説明パネルを撮影(2019.11.24)・抜粋・加工



現地 説明パネルを撮影(2019.11.24)・抜粋・加工



現地 説明パネルを撮影(2019.11.24)・抜粋・加工



種苧原(たねすばら)地区：
盗人の墓

2019.11.24撮影

土木学会 地盤工学委員会 斜面工学小委員会「新潟県中越地震
土砂災害学習マップ」, 2007年10月23日発行 より抜粋

Ø 墓石だけが小さな道端に置かれている．
一般の方には，土砂災害に結び付く記念
碑であることはほとんど分からない．

Ø 伝承を説明したパネルなどが併設されて
いると良いと感じた．



県道23号

東竹沢 木籠(こごも)地区：水浸家屋の保存，石碑

2019.11.24撮影 2019.11.24撮影

2019.11.24撮影



現地 説明パネル (2019.11.24撮影)

東竹沢地区の河道閉塞

現地 説明パネルを撮影
(2019.11.24)・抜粋・加工

現地 説明パネルについて
Ø 当時の土砂災害，河道閉塞，それらへの
対応・対策工の状況・様子が良く分かる
説明となっている

Ø 一部，発生土砂量と幅×長さ×深さとの
関係が不明瞭な説明となっている

Ø ただし，一般の人が見るには非常に分か
り難い場所に設置されている



現地 説明パネルを撮影(2019.11.24)・抜粋・加工



現地 説明パネルを撮影(2019.11.24)・抜粋・加工



現地 説明パネルを撮影(2019.11.24)・抜粋・加工



現地 説明パネルを撮影(2019.11.24)・抜粋・加工



濁沢の地すべり

地震直後

2019.11.24撮影 2019.11.24撮影

対策工
・集水井戸，横ボーリング孔
・鋼管杭による斜面の安定化工



高町団地：谷埋め盛土の崩壊（修復後）

蓬平(よもぎひら)：えびす屋さん裏の法枠工

2019.11.25撮影

2019.11.25撮影



神沢川（大日山）の大規模な地すべり

2019.11.25撮影

2019.11.25撮影

塩屋地区の慰霊碑



地形･景観



①

②

地形・景観

③

④ ⑤ ⑥ ⑦

①妙⾒の岩盤崩壊現場の現在、②妙⾒から撮影した⻑岡平野⻄縁断層帯、
③旧⼭古志村役場付近の現在、④寺野の河道閉塞現場の現在、⑤東⽵沢
の河道閉塞現場の現在、⑥⼤⽇⼭地すべりの現在、⑦中越地震の震央の
現在



l『景観』という観点でみると、中越地震で変形を受けた地形はほぼ完全に
修復・復旧されており、少なくても中越地震の被害を知らずに最近初めて
訪れた方が現地を見れば、15年前に大規模な斜面災害を受けたことを認
識することは困難であると思える（特に、写真③、④）。

l一方で、長岡平野東縁部であるが、①の北方の高町団地付近や南方の
山本山付近で変動地形が確認されている。特に、高町団地付近の地形を
見ると長岡平野東縁の活断層は東傾斜であり、仮に地震が発生すれば
旧山古志村付近が震源になることが予測される。

l西傾斜の小平尾断層が動いた中越地震では⑦の場所が震央であったが、
震源分布をみると震央近くの旧川口町で震度７が計測された。したがって、
将来的に長岡平野東縁の活断層が動いた場合、旧山古志村付近が震源
となり震源付近が激震に見舞われる可能性が高いことから、地震動その
ものへの対策も必要である。

lまた、①の付近も信濃川による浸食で活断層地形が見えなくなっている可
能性が高く、現在は県道は①のように修復されているが、将来的に直下
型地震が発生して仮にこの場所に活断層が現れると地面/斜面のズレに
よる甚大な被害が出ることが予想される。



植生回復･景観



妙⾒(⽩岩)の岩盤崩落 植⽣回復･景観

15年前 復旧完了（14年前）

H30年

植⽣は回復し、周辺景観に馴染んできている。
JRトンネル上の枠内、モルタル吹付⼯が実感景観
を阻害している。⾵化か進むにつれ馴染んでくる
ものと考えられる。



妙⾒(⽩岩)の岩盤崩落 植⽣回復状況
15年が経過し、
⼭側下段部の盛⼟と思われる軟質な箇所はス
スキに推移し、順調に植⽣回復が⾏われてい
る。
下段部川側はクズに覆われ、偏向遷移となっ
ている。
法⾯中段部以上のアンカー施⼯箇所は硬質な
ためか植⽣の回復が遅れている。
今後、時間の経過と共にススキ草原化して⾏
くものと考えられる。

中段部以上の状況 川側 クズ侵⼊



横渡の岩盤すべり 植⽣回復･景観

15年前 今回調査(R01)

岩盤すべり箇所は無処理であったが、表⾯が⾵化し⾃然侵⼊した植⽣に被覆され景
観的に違和感のない状態となっている。



横渡の岩盤すべり 植⽣回復

無処理であるが⾵化部分にススキなどが侵⼊し植⽣回復がなされている。
硬質な部分は裸地が残されてる。

15年前

今回調査
令和元年



浦柄地区新幹線トンネル抗⼝保護
景観、植⽣回復

15年が経過し、景観、植⽣が回復している。
地⼭の⽐較的軟質な箇所はススキなどにより被覆され
ているが、硬質な部分の被覆は遅れている。

今回調査(令和元年)

対策⼯後



神沢川(⼤⽇⼭)⼤規模地すべり 植⽣回復･景観

15年前 排⼟後

今回調査(令和元年)

ススキが侵⼊し植⽣回復
は進んでいる。
排⼟⼯が整形のため、景
観的には劣る。
⽊本類が定着し、⼤型化
するならば改善されて⾏く
ものと思われる。



油夫の⼟砂災害 植⽣回復・景観

15年前
復旧作業中

今回調査(令和元年)

植⽣は回復し、周辺景観に馴染んでい
る。
崩壊地、造成地とも、⾃然侵⼊したス
スキ草原に回復している。



⽵沢(⽻⿊トンネル横)⼤規模崩壊

15年前
復旧完了

今回調査(令和元年)

植⽣は回復し、周辺景観に馴染んでい
る。
崩壊地は吹付枠⼯(枠内緑化)がなされ
ていたが、⾃然侵⼊したススキに置き
換わり⾃然回復が進んでいる。



南平表層崩壊 植⽣回復･景観

15年前
対策⼯完了

今回調査(令和元年)

ススキが侵⼊定着し植⽣回復が
進んでいる。
崩壊⾯が⼤きく凹凸が少ないた
め景観的には劣る。
今後、⽊本類の侵⼊定着により
次第に景観が良好になって⾏く
ものと考えられる。



東⽵沢河道閉塞 植⽣回復･景観
15年前

対策⼯実施後

ススキなどが侵⼊
し植⽣回復が進ん
でいる。
整形に切⼟を⾏っ
たため、景観的に
は不良といえる。
⽊本類の侵⼊定着
により、改善さて
⾏くものと考えれ
る。



寺野河道閉塞 景観・植⽣
復旧完了

今回調査(令和元年)

植⽣は回復し、周辺景観に馴
染んでいる。
崩壊地は⾃然侵⼊したススキ
に置き換わり⾃然回復が進み、
景観的にも違和感のない状態
になっている。



濁沢地すべり 植⽣回復･景観
15年前 復旧作業中

今回調査(令和元年)

ススキが侵⼊し植⽣
回復が進んでいる。
整形に造成されてい
るため景観的には劣
る状態と⾔える。
⽊本類の侵⼊定着に
改善されて⾏くもと
考えられる。



道路法⾯ 植⽣回復・景観

国道法⾯ 15年経過 県道法⾯ 15年経過
国道法⾯は、⽣物多様性保全に配慮し在来種と称されるヨモギを播種したが、採種地
は中国であり、地域に⾃⽣するヨモギとは亜種レベルで遺伝⼦の異なるものであり、
結果として⽣物多様性保全に反する取組となった。15年が経過した現在もヨモギが残
存している。
これに対し県道法⾯は、外来牧草による急速緑化を実施したが、外来牧草は短期間で
衰退し、周辺植⽣から侵⼊定着したススキに遷移し、⾃然回復が⾏われている。
外来牧草を⽤い急速緑化を⾏った⽅が、⽣物多様性保全に配慮した法⾯りょりも、⾃
然回復が速く、⽣物多様性保全にも配慮したものとなるという⽪⾁な結果となった。



災害伝承



妙⾒のメモリア
ルパーク

新潟⽇報社撮影

⾚破線は災害時の道路
⾚実線は復旧後の道路
⽮印はメモリアルパー
クの位置

道路脇に「妙⾒メモ
リアルパーク」の表
⽰

時間が経つと何のメ
モリアルかわからな
くなる



妙⾒メモリアルパークの表⽰版（鋼板製）
英⽂表⽰は
Myoken Earthquake Memorial Park
（妙⾒地震記念公園）
「中越地震」とされていない

現在の道路は災害時と異なる
ルートなので被災位置がわから
ない



妙見メモリアルパーク

妙見メモリアルパーク

・駐車場所がない

・崩壊斜面･対策斜面に向かう視線と説明
パネルに向かう視線が反対になる．

視線を合わせたい．

・残存させた崩落岩塊に草木が繁茂し当時
の状況が分かりにくい．

岩塊表面のコーティング等が必要
2019.11.24撮影

メモリアルパークの平面図
（現地 説明パネルを撮影・抜粋・加工）



苔⼭モニュメントと案内標識

球状のコンクリートに苔
を張り付けたモニュメン
トであったが苔は流失

案内標識は⽴派だが災害
地と観光地が同様な表⽰
でわかりにくい



寺野地区の河道閉塞

2019.11.24撮影

2019.11.24撮影

現地 説明パネルを撮影(2019.11.24)・抜粋・加工

現地 説明パネルについて
Ø 当時の土砂災害，河道閉塞，それらへの対応・対策
工の状況・様子が良く分かる説明となっている

Ø 一部，発生土砂量と幅×長さ×深さとの関係が不明
瞭な説明となっている

Ø ただし，一般の人が見るには非常に分かり難い場所
に設置されている



寺野地区河道閉塞説明版
積雪考慮の説明版で劣化しにくい表⽰板であるが設置の向きが
逆⼟砂量の記載に誤りあり



種苧原(たねすばら)地区：
盗人の墓

2019.11.24撮影

土木学会 地盤工学委員会 斜面工学小委員会「新潟県中越地震
土砂災害学習マップ」, 2007年10月23日発行 より抜粋

Ø 墓石だけが小さな道端に置かれている．
一般の方には，土砂災害に結び付く記念
碑であることはほとんど分からない．

Ø 伝承を説明したパネルなどが併設されて
いると良いと感じた．



県道23号

東竹沢 木籠(こごも)地区：水浸家屋の保存，石碑

2019.11.24撮影 2019.11.24撮影

2019.11.24撮影



⽊籠地区の⽯碑

ここに建⽴された理由が不明
橋梁下になった旧集落の⼀部を⽰
す説明が欲しい
（地図を含めた説明版が欲しい）

震災5年後に建⽴



現地 説明パネル (2019.11.24撮影)

東竹沢地区の河道閉塞

現地 説明パネルを撮影
(2019.11.24)・抜粋・加工

現地 説明パネルについて
Ø 当時の土砂災害，河道閉塞，それらへの
対応・対策工の状況・様子が良く分かる
説明となっている

Ø 一部，発生土砂量と幅×長さ×深さとの
関係が不明瞭な説明となっている

Ø ただし，一般の人が見るには非常に分か
り難い場所に設置されている



東⽵沢地区河道閉塞説明版
積雪考慮の説明版で劣化しにくい表⽰板であるが設置の向きが
逆⼟砂量の英⽂記載に誤りあり



濁沢の地すべり

地震直後

2019.11.24撮影 2019.11.24撮影

対策工
・集水井戸，横ボーリング孔
・鋼管杭による斜面の安定化工



濁沢地区の地すべり
道路から板製の表⽰板は
⾒えるが⽯碑は⾒えない

板製表⽰板は劣化が進む

⽯碑の対岸にあった
被災集落について説
明が欲しい



神沢川（大日山）の大規模な地すべり

2019.11.25撮影

2019.11.25撮影

塩屋地区の慰霊碑



塩⾕地区地の慰霊碑
⼤⽇地すべりとの直接の
関係ではないようである

⽴派な⽯碑の碑⽂がある
が
⿊⾊岩⽯の碑⽂は⾒にく
い



震央の標柱位置（積雪期は撤去）

震央位置は地形図上や周辺道路
に表⽰があるが、現地への⼊⼝
案内は現地標柱と共に積雪期は
撤去されている



まとめ

１００年後まで残るような災害碑が望まれる
調査結果の課題
①表⽰板の地図の設置⽅向の誤り
②説明⽂の誤り（単位、英⽂）
③説明⽂や地図の追加の必要性
④⽂字が⾒えにくい⽯碑
⑤⽊製や苔の貼り付けなど劣化しやすいもの
⑥⽯碑等の位置が分かりにくい



中越地震15年後巡検を終えて
１、被災地は、災害復旧が終了し、⽇常⽣活が営まれている。

l 対策⼯は、その効果（斜⾯安定化・なだれ予防・河床安定化等）が⼗分に発揮されている。
l 植⽣の戻りとともに、“⼭古志”の源環境景観に戻りつつあると推定される。
l 当時の災害状況を思い出す現地において、災害跡を⾒出すことができにくい。
（何も知らなければ、そのようなことが起こったことを⾒出せない）

２、震災復興メモリアル回廊等災害伝承施設の⼀体化した活⽤が不⼗分である。

l 社団法⼈中越防災安全推進機構が運営する４施設（きおくみらい／オラタル／
そなえ館／川⼝きずな館）３公園（妙⾒／⽊籠／震央メモリアルパーク）と、
湯沢砂防事務所の災害復旧⼯事説明板、盗⼈塚等伝承施設が、前者は⼤々的だが後
者は「場所」「意味」不明であり、地域における災害危険度伝承が活かされていない。

l ４施設（きおくみらい／オラタル／（そなえ館／川⼝きずな館））は、近代的で、災害時状況が体感できる。
l ３公園（妙⾒／⽊籠／震央メモリアルパーク）は、場所認知度が低い、意味不明、季節的展⽰であることな
ど説明不⾜な点が多い

l 社団法⼈中越防災安全推進機構の2020.3末解散後の、メモリアル回廊の維持活⽤が課題
→ 各学会連携による、災害史碑管理・運営する体制が必要か？

３、⽜・⽶・鯉を有する“⼭古志”だから、このような復旧・復興ができたのか？整理必要。（昨年度整理した
「中⼭間地域における広域的な豪⾬による⼟砂災害の発⽣メカニズムの究明と地域防災⼒の向上に向けた取
り組み」との関係整理

l ⾼齢化・⼈⼝減少化・⽣産⼒低下などの課題を有する中⼭間地での⼟砂災害時の対策のかけ⽅の整理が、今
後必要となるだろう。

l その地域の特性を考慮した災害復旧・復興の⽅針作成が重要


