
 
 

3.今後の方針 

3.1 これまで実行してきた調査とその経緯 
3.1.1 現行計画の考え方_1 
（H21 年度第 4 回「岩手･宮城内陸地震に係る荒砥沢地すべり対策と大規模地震により出現した地形･景観に関する検討会」、p.27） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 現行計画の考え方_2 
（H26 年度第 3 回「荒砥沢地すべりの今後の対策に関する検討会」、p.71） 

 

荒砥沢地すべりは、岩手・宮城内陸地震により誘起され、その規模は日本最大級であり、すべり面傾

斜角が緩いにも関わらず移動距離が最大約３５０ｍとたぐい希な地すべりである。保全対象である下流

側の荒砥沢ダム、上流側の市道馬場駒の湯線と重要な保全対象に近接しているため、地すべり対策は安

全確保を第一の目的とするが、一方では新たな地形，地質，水環境が創出され、それぞれが重要な環境

資源でもあり、残された環境を環境・防災教育などに有効に活用することも重要である。 

したがって、荒砥沢地すべり対策では、防災一辺倒とはせずに、現状を可能な限り保存し、あるいは

創出された地形・景観を活用することなども配慮することとしている。 

しかし、第一の目的である安全の確保がおろそかになっては本末転倒である。そこで、対策工を行い

つつも、地すべりや拡大崩壊など、被害の原因となる事象や、地すべりの結果、創出された地形・地質，

植生などの変化を追跡するモニタリングを併用することで対策工について必要最小限の規模にとどめる

ことにしているものである。今後モニタリング等により新たな現象を捉えた場合には、これに即応して

対策工を実施することとする。 

 

5.1.1 追跡する現象 

（１）安全監視に関して（地すべり・崩壊に対応，及び下流域への影響に関するモニタリング） 

① 全体ブロック（地すべり） 

② 拡大崩壊（滑落崖と拡大亀裂間：陥没帯） 

③ 地内の崖面の崩壊など 

④ 流出土砂の補足状況など 

 

（２）環境変化の追跡に関して（地形・地質，植生に関するモニタリング） 

① 創出された地形の変化（従順化） 

② 植生の遷移 

 

2008（H20）年度に実施された「岩手・宮城内陸地震に係る山地災害検討会」、2009（H21）年度に実

施された「岩手・宮城内陸地震に係る荒砥沢地すべり対策と大規模な地すべりにより出現した地形・景観に

関する検討会」の検討を踏まえ、荒砥沢地すべりでは、必要最小限の対策を行いつつ、被害の原因となる事

象や地形・地質、植生などの変化を追跡するモニタリングを併用し、新たな現象を捉えた場合には、即応し

て対策を実施することとしている。 

 これまでに実施している対策は、末端ブロックにおける切土工、盛土工、杭打工、滑落崖上部に発生した

拡大崩壊を抑制するための排土工、湛水を速やかに排除するための排水工、地すべりの右側壁部にあたるヒ

アヒクラ沢沿いの流路工や作業道作設などある。 

 2011（H23）年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋地震時には、築館で震度 7、栗駒地で震度 6 弱、

4 月 7 日余震時には、築館で震度 6 強、栗駒で震度 6 弱と砥沢地すべり周辺も大きな震度であった。 

 この地震により、懸念されていた拡大崩壊は既に形成していた亀裂に沿って変形が生じたものの大規模

な崩壊には至らなかった。また、末端部東側に形成していた湛水域での決壊なども発生しなかった。既に施

工されていた約 37 万 m3の排土工や、縦坑を連結した湛水の排水施設の効果が発揮されたものであり、荒

砥沢地すべりの対策方針と実態との間に乖離がないことが確認されたものと考えられる。 

 したがって、今後の荒砥沢地すべりのモニタリング計画にあたっては、これまでの基本方針を踏襲すると

ともに、新たな知見を追加した見直し案を提案する。 

 

（１） 対象とするリスク（変化なし） 

① 市道馬場駒の湯線の安全確保（拡大崩壊の監視） 

② 荒砥沢ダムへの土砂流入防止対策（末端部の山腹工，湛水の速やかな排水） 

（２） 監視対象（変化なし） 

① 全体ブロック（地すべり） 

② 拡大崩壊（拡大崩壊と拡大亀裂） 

③ 地内崖面の崩落，落石 

④ 流出土砂の補足状況など 

⑤ 地形の変化 

⑥ 植生の遷移 

（３） 新たな知見 

① 東北地方太平洋沖地震時に全体ブロックは、ひずみ変動はみられるものの全体が活動していない 

② 同様に拡大崩壊が変位したが、大規模な崩落には至っていない 

③ 土砂移動の有無 

（４） 監視頻度 

① 東北地方太平洋沖地震は地すべりにとって最大級のインパクトであり、この下で上記知見が得られ

ている。 

② 細大漏らさぬ配慮をしつつ、安全側へ過分に偏ることを避ける配慮も必要。 

③ シヅミクラ地すべりのモニタリング基準を準用し、異常があった場合は必要な監視（パトロール）

を行う。 



 
 

3.2 今後の調査計画 
3.2.1 今後の調査計画の考え方 

 

 

 2011（H23）年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震（4 月 7 日の同余震）で、栗原で震度 7（同

6 強）、震度 6 弱（同 6 弱）と強い揺れに襲われたが、その時点で荒砥沢地すべりの中で最も懸念されてい

た拡大崩壊に対する排土工が施工されていたために、排土面に沈下が発生したものの大きな崩壊には至ら

ず、また、全体ブロック（地すべり）においても、パイプひずみ計で地震時に一時的な変位がみられたが累

積変位は確認されず全体ブロックが一体化した滑動には至っていない。 

 このことから荒砥沢地すべりに対する現行計画の考え方が概ね妥当であることが確認され、以降、現行計

画の考え方に沿ってモニタリングが実行されている。（対象とするリスク 2 項目や監視対象 6 項目等も同

様）。 

 一方、滑落崖上部の陥没による亀裂の変位については、移動杭観測において、これまで融雪期に微少な変

位を観測していたが、2018（H30）年 7-8 月、2019（R1）年 6-7 月には、これまでの融雪期にはみられ

なかった大きな変位が確認されたものの、地すべり動態の地中変位を追跡するパイプひずみ計、あるいは滑

落崖の地表変位を追跡する地上レーザ測量結果では同変位を肯定するデータとはなっていない。動態変位

の程度が小さい、あるいは同変位の追跡位置・追跡手法の違いにより変位が把握されていない可能性もある

ことから今後も追跡が必要である。 

  2011（H23）年東北地方太平洋沖地震といった大きなイベントによる被災がごく限定的であったこと

から、全体ブロック（地すべり）に対しては、モニタリングの内容、頻度等を軽減、あるいは長期観測体制

整備のための調査種の更新の必要がある。また、滑落崖上部の陥没による亀裂の変位については、従前のモ

ニタリングの継続、対象数量の見直しが必要である。 

（１） 対象とするリスク（変化なし） 

① 市道馬場･駒の湯線の安全確保（滑落崖上部の陥没による亀裂の監視） 

② 荒砥沢ダムへの土砂流入防止対策（末端部の山腹工、湛水の速やかな排水） 

（２） 監視対象（変化なし） 

① 全体ブロック（地すべり） 

② 滑落崖上部の陥没による亀裂の変位 

③ 地内崖面の崩落，落石 

④ 地形・植生の遷移 

（３） 新たな知見 

① 全体ブロック（地すべり）は一体的な活動はしていない 

② 滑落崖上部の陥没による亀裂の変位は、移動杭観測結果、地上 LP 観測結果、パイプひずみ計観測

結果と調和しておらず判然としない 

（４） 観測種、監視頻度 

① 全体ブロック（地すべり）については、現行体制を軽減（気象、地震等のイベント後の追跡モニタ

リングの実施） 

② 滑落崖上部の陥没による亀裂の変位については、継続、一部数量の追加 

③ 地形変化・植生遷移については、軽減（実施間隔の変更） 



 
 

3.2.2 今後の調査計画    
表 3.1 モニタリング計画表 

 

 

当面はこの観測態勢を重点的に行いつつ、陥没亀裂の変動・滑落崖上部亀裂等の状況に応じてさらなる観測態勢の見直しを検

討する必要がある。また、その結果に応じてモニタリング計画を見直すための検討会を２０２２（R4）年として計画している。 



 
 

表 3.2 モニタリング計画一覧表 

 

～R4年度 R5年度以降

GP-21 排土土砂の盛土部の地表面変位（量、方向）を観測
GP-23 荒砥沢ダムの湛水域上部付近の地表面変位を観測

陥没亀裂の変位（量、方向）を観測、測点を追加
移動杭観測時にGP-19.20を観測
滑落崖東側の変位（量、方向）を観測
移動杭観測時にGP-12.15を観測

※1イベント後：一定程度の豪雨、地震等の発生後を指している
※2指定箇所　：地すべりや陥没亀裂の変位が発生した場合にその事象を確認しうる箇所を示し、あわせて注目する状態を限定しておく
（注）実施時期のイベント後の移行年度については、2019(R1)年度時点の見込みであり今後のモニタリング結果により変更もあり得る

地すべり
動態監視

GP-4.5.13.8

GP-12.15

地すべり移動体内の地表面変位（量、方向）を観測。
全体ブロック縁辺部（滑落崖上部）の地表変位（量、方向）

を観測。

GP-19.20

陥没亀裂変位
の動態監視

地すべり
・

陥没亀裂
の変位

　平成20年の大規模な地すべり活動により、滑落崖やリッジ、
凹地などの特徴ある地形、広大な裸地など新たな地形・地質、
植生、水環境が創出された。今後の地形変化、植生遷移の把握
は防災の研究、教育などの貴重な場としての活用も重要であ
る。

滑落崖から排土面上部にみられる上部亀裂周辺を含めた範囲

の変形を航空レーザ計測により追跡する。取得データは既存
のLPデータとの差分解析を実施する。

航空レーザ計測
計測
解析

定期 必要時

滑落崖

　～排土面
　　～排土面上部

　荒砥沢地すべり対策工の主要目的の二つのうちの一つが、
「生活道路である市道馬場駒の湯線の安全確保」である。
　東北地方太平洋沖地震時には、すでに滑落崖の排土工が施
工されていたことから、その変位量は最小限にとどまったも
のの、陥没亀裂の変位は上記目的を脅かすことから、同変位
に対する監視を行い発生の兆候があれば早急な対応を実施し
て、被害を最小化する必要がある。よって陥没亀裂及び滑落
崖の動態監視が必要である。
　陥没亀裂の変位が進行すると、排土面及び滑落崖の一部に
変形が現れると想定されるため、これらの変位を追跡する。 陥没亀裂の変位に対する地中変位、水位の観測。

イベント後は孔内変形確認に活用
BVK-1イベント後定期半自動

全域の植生の遷移を画像データとして追跡する。
裸地での侵食状況の把握、追跡する。
UAV-sfm撮影時に既存のGPSをGCPとして活用。

UAV-sfm
撮影
解析

定期 全域

排土工切土法面上部、切土面（拡大崩壊）変位及び移動杭
観測の基準点。

イベント後

測量 定期

測量 定期

計測 定期 イベント後

目的区分 手法
実施時期（注）

No.（箇所） 備考

　荒砥沢地すべり対策工の主要目的の二つのうちの一つが、
「荒砥沢ダムへの土砂流出の防止」である。
　東北地方太平洋沖地震時には、全体ブロックの活動はみら
れなかったものの、全体ブロック、末端ブロック、あるいは
ブロック化による活動は、荒砥沢ダムに与える影響が最も大
な要因であり、すべり活動の兆候があれば、早急な対応を実
施する場合もあることから地すべりの動態監視が必要である。
　地すべりが発生する場合、地中（すべり面）、地表いずれ
もが変形するため、双方の変位を追跡する必要がある。
　排土面の変位がみられるとともに排土面上部に亀裂がみら
れることから、地すべり範囲が拡大することを視野に入れた
観測態勢が必要である。

ひずみ計・水位計観測 半自動 定期
イベント後

※1

必要性

BV-10
全体ブロック下部（末端部上方）のすべり面変位及び地内の
水位変動把握。イベント後の孔内変形等の把握にも使用。

BV-13
全体ブロック上部のすべり面変位及び地内の水位変動把握。

イベント後の孔内変形等の把握にも使用。

BV-14
全体ブロック外、全体ブロックの拡大把握。
イベント後の孔内変形等の把握にも使用。

パイプひずみ計はひずみゲージの接着部分の防水が劣化する
ことでデータの信頼性が低下する。観測データの信頼性を確

保するため孔内傾斜計に設置替えする。

孔内傾斜計設置・観測 手動 定期 イベント後

移動観測の基準点として観測。

対象

地すべり
移動体

陥没亀裂
　～滑落崖

滑落崖周辺

植生回復・
地形変化

対策工効果

　対策工の主要目的の一つに「荒砥沢ダムへの土砂流出防止」
があり、このために山腹工、緑化工、渓床の侵食防止対策工
などを実施している。
　これらの工事効果が期待通り発揮されているかを検証し、
不足があれば追加対策の検討を行う必要があることから、構
造物の安定とその機能発揮について追跡する。
　地すべり動態監視、陥没帯亀裂動態監視にも、対策工効果
追跡結果を活用する。

ひずみ計・水位計観測

6側線×(既3+新1)点=24点

伸縮計 S-4

雨量計 自動 定期 R-1

GNSS観測

固定点１，２

BV-13(L=110m)
BV-14(L=210m)

アルミケーシング+パッカー

RNo.2～4、LNo.2～8、TP1移動杭観測（滑落崖東側）

プロット調査 定期

全体

指定箇所
※2

各対策工

目視点検

地形変化・
遷移の追跡

対策工効果
追跡

W3

盛土部　GP-21

施設点検・踏査 目視

湛水池水位観測

GNSS観測

半自動

手動

定期

定期

移動杭観測（陥没亀裂） イベント後

各対策工の施工効果（機能発揮状況）を追跡し、機能低下が
みられた場合、機能復元の対策を検討する。
地すべり、陥没亀裂の変位が進行する場合の着目箇所をあら
かじめ指定しておき、一定以上の豪雨や地震等のイベント発
生後に、所定の箇所を点検する。

目視

イベント後

イベント後

イベント後

イベント後

現状の排水工の機能評価のための水位観測。

排土面残土の盛土部の安定度の観測。

16箇所 植生の遷移状況及び緑化工施工効果の追跡。

気象データの蓄積

陥没亀裂の変位観測（自動観測による通報機能）自動 定期 イベント後



 
 

 

図 3.1 モニタリング計画-1/2（案） 

 

図 3.2 モニタリング計画-2/2（案） 



 
 

3.2.3 対象イベント（案） 

（1）対象降雨の検討 

 

図 3.3 気象庁（駒ノ湯観測所）の月降水量 

（目安とする雨量の提案） 

① 2011（H23）年以降の最大月降雨量は、2013（H25）年の 7 月の 585.5mm/月を記録。 

② 2014（H26）年以降は、6-9 月の降雨期に毎年 400mm/月を超過している。 

③ 2017（H29）年までは融雪期に排土面の移動杭の変位がみられたものの、2018（H30）、2019（R1）

年は非融雪期降雨期に変位を観測している。 

   → モニタリングの開始の目安を月降雨量とした場合、モニタリング実施のタイミングを逸する危険

があることから日降雨量を参考値として、対象イベント開始の目安とすることが考えられる。 

 

図 3.4 2013（H25）年以降の日雨量 

④ 2018（H30）年、2019（R1）年の移動杭変位がみられた時期の月降雨量はいずれも約 400mm

である。この間に 2018 年は 8 月 5 日に 114.5mm/日を記録している。変位と降雨の関係が不明

である現段段階では、モニタリング着手の目安を「110mm/日」とし、今後降雨と変位の関係を

追跡しつつ、目安の更新、半減期を考慮した累積雨量等の検討を実施する必要がある。 

 

（2）対象地震の検討 
 表 3.3 に 2011（H23）年に発生した東北地方太平洋沖地震以降に発生した地震による気象庁（栗原市栗駒

観測所）での震度（震度 3 以上）を記載した。東北地方太平洋沖地震時には震度 6 弱、以降震度 4 を 5 回記

録している。 

表 3.3 気象庁（栗原市栗駒観測所）の最大震度 

 
 

（目安とする地震の提案） 

① 2011（H23）年 4 月以降、栗原市栗駒での最大震度は、東北地方太平洋沖地震時の震度 6 弱が最

大である。 

② 地すべりは、すべり面付近のひずみは一時変動したものの全体ブロックが一体化した滑動は認め

られていない。 

③ 震源域、深さ、マグニチュードより地すべり等との関係は異なるため一概に設定できないが、「震



 
 

度 4」では変動は認められず、2011（H23）年東北地方太平洋沖地震時の「震度 6 弱」時にも大

きな変形に至らなかった実績を踏まえ、安全側を考慮して「震度 5 以上」の地震時をモニタリング

開始の目安とすることが考えられる。 

 

 
 

3.2.4 イベント後のモニタリング箇所 
荒砥沢地すべりのリスクは、全体ブロックの滑動、末端部ロックの単独の滑動、拡大崩壊の発生であり、

今後は、これらの現象を把握しうるモニタリング計画が必要である。これらの現象が発生しているのか否

かを判断するためのポイントの絞りこみを行う。 

 

（1）荒砥沢地すべりの特徴 
① 滑落崖は最大 150m の落差 

② すべり面傾斜がほぼ水平に近く、移動体は約 300m 移動している 

③ 滑落崖上部に拡大亀裂（陥没）が発生し、融雪期、あるいは豪雨時に変位がある 

④ 陥没亀裂の上部に上部亀裂がある 

⑤ 全体ブロックの末端部は、西側（図 3.5の左側）は地形がダム湖に向けて開放し、東側（同右側）は

対岸衝突しており、全体ブロックが一体としては不安定化しにくい形状である 

 

（2）荒砥沢地すべりの対策 
① 排土工：拡大崩壊を抑制するために滑落崖上部斜面を約 34.5 万 m3排土している。 

② 第 1 リッジの西側などではブロック内での湧水が多く湛水池を形成し、ヒアヒクラ沢と合流し、さら

にシヅミクラ沢と合流して流下している。この流路は地すべりにより強制的に転移したもので、全体

ブロック内、地すべり移動土塊内を流下しているため、流路の固定、侵食の防止のために新たに形成

された流路に沿って流路工が施工されている。 

③ 末端ブロックは、ダム湖に向けて地形が開放しているために、全体ブロック滑動時に小ブロック化し

ており、この対策として杭打工、排土工が施工されている。 

④ 末端部ブロックがダム湖に向けて開放しているのに対して、東側は全体ブロック滑動時に対岸衝突し

谷をせき止めて湛水池を形成している。流水による侵食は堰止め部の決壊等を生じさせかねないこと

から、応急対策としてライナープレートによる縦坑と排水ボーリングによる排水がなされ、恒久対策

としてトンネルによる導水が計画されている。 

 

（3）現象が健在化しやすい箇所 
① 地すべり・陥没亀裂の発生域と未発生域の境界部（移動体と縁辺部） 

→亀裂（開口），段差，盛り上がりなど 

② ①の近接部で施工された対策工等の構造物 

→道路などの人工構造物へ変形が生じやすく、把握が容易である。 

③ 地形、立木との変化 

  →これまでの継続的な観測で把握している箇所に絞り、変化を把握する。 

 

図 3.5にモニタリングに着目する箇所、表 3.4 に着目箇所と手法、図 3.6、図 3.7 に着目箇所の具体位置

を示す。 

 

図 3.5 モニタリング箇所（案） 

＜イベント後のモニタリング開始の目安（案）＞ 

○ 降雨：110mm/日以上 

○ 地震：震度 5 以上（近隣観測所） 


