
1中村洋介・瀬戸真之・花渓和希 : 新潟県上越市国川地すべりにおける発災直後と現在（4年後）との比較

新潟県上越市国川地すべりにおける発災直後と 
現在（4年後）との比較

中　村　洋　介・瀬　戸　真　之・花　渓　和　希

1.　は じ め に

　2012年 3月 7日に新潟県上越市で発生した国
川地すべりは，地すべりでの土砂災害防止法に基
づく緊急調査が実地された全国初の事例となり，
新聞紙面でも大きく取り上げられた。地すべりの
発生後，長時間かけて西方に流下したため，付近
の 21世帯 80人に避難勧告が出された。人的被害
は出なかったものの，非住家を含む 11の建造物
に被害が出た。
　国川の地すべり発生地点は高田東縁断層帯の真
上に位置しており（図 1），過去には地震を原因
とした地すべりが繰り返し発生していたが，雨水
や融雪水が原因の地すべりの報告例は少ない。融
雪地すべりによって地面の結束が弱まっている状
態で強い地震が発生したと仮定した場合，この国
川地区において地すべりが再発する可能性は極め

て高いと思われる。また，先行研究では 2012年
3月 8日の地すべりに関する調査報告は出されて
いるが，復旧工事がある程度終了した後に，今後
滑動しうる場所の事後検討はまだなされていな
かった。
　筆者らは 2016年 8月～12月にかけて現地調査
を行った。現地調査では現在の地形や土地利用の
様子を中心に記載を行ったほか，11月にはドロー
ンによる空撮を行った。ドローン調査は平成 28

年 11月 24日に実施した。使用機体は福島大学中
村研究室所有の Phantom-III Proで，標高 220 m

地点の上空 45 mならびに標高 140 m地点の上空
45 mから撮影した。

2.　調査地周辺の地形地質ならびに気候環境

　新潟県の地形的な特徴として，山形県や福島県
などとの県境付近に山岳地が広がり，その西麓に
は広大な平野が広がることが挙げられる（図 2）。
北部から朝日山地，飯豊山地，越後山脈といった
1,500～3,000 mの急峻な山が連なり，これらの山
岳を源とする阿賀野川・信濃川の下流部には新潟
平野，鯖石川下流部には柏崎平野，関川下流部に
は高田平野などの平野が広がっている。これらの
平野の海岸に面した地域では砂丘が海岸線に沿っ
て発達しており，とりわけ新潟平野において砂丘
地域が卓越している（新潟県，1998）。
　平野部では沖積層が厚く堆積している。沿岸に
近い地域（新潟，柏崎，直江津など）は砂や粘性
土を主体とした地盤で構成されており，ま地に近
い上流地域（十日町，魚沼，妙高など）は砂礫を
主体とした地盤が広がっている（新潟県，1998）。
平野部と山地の境界部には活断層が走っている地図 1.　新潟県の活断層と国川地すべりの位置
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域が多く認められ，現在も地殻変動が活発である。
　本研究対象地域である国川地すべりは，高田平
野と頸城丘陵とを限る高田東縁断層帯の真上に位
置する（図 1，図 2）。高田東縁断層帯は NE-SW

走向で南東傾斜であることから，断層活動によっ
て地層は北西に向かって傾斜し，その傾斜面に
沿った地すべりがこれまでに数多く発生したと考
えられる。国川地すべり周辺の地質は鮮新世の塊
状黒色泥岩を主とし，その上位を更新世の礫岩が
覆っている。この 2つの地層は固結が十分でない
ため崩れやすくなっている。また，これらの地層
は高田東縁断層帯によって変位を受けており，も
しこの断層を震源とする地震が発生したと仮定し
た場合，大きな土砂災害が発生する恐れがあると
考えられる。
　図 3は上越市大潟，上越市高田，妙高市関山の
秋から春にかけての月降水量を示したものであ

る。降水量を見ると，平野部の高田は海岸部の大
潟や山沿いの関山と比べ，降水量が多くなってい
ることがわかる。これは上越地方の地形が海岸か
ら急に山地になっていることにより，海岸から少

図 2.　新潟県の地形（スーパー地形を用いて作成）

図 3.　 大潟，高田，関山の冬季間降水量（新潟地方
気象台，2017より引用）



3中村洋介・瀬戸真之・花渓和希 : 新潟県上越市国川地すべりにおける発災直後と現在（4年後）との比較

し内陸に入った高田で降水量が多くなるからであ
る（新潟地方気象台，2017）。しかし，冬季間降
水量では高田が圧倒的に多いものの，最大積雪深
を見てみると，関山の方が積雪は深いという特徴
がある。これは標高の違いによる気温差が大きく
関係するためである（1月の平均気温は高田で
2.4°C，関山で −0.1°C）。そのため，平野部の高
田では雨でも山沿いの関山では雪となることもし
ばしば見受けられる。なお研究対象地である国川
は高田とほぼ同じ積雪量が見られる地域である。

3.　国川地すべりの概要

　国川地すべりは，2012年 3月 7日の午後に新
潟県上越市板倉区国川地内で発生した。地すべり
は南東側の山地斜面から北西側の集落に向かって
移動し，地すべり全体の規模は幅 150，長さ
500 m，ならびに深さ 20 mで，推定土量は 75万
m3である。また，流下土砂量は幅 120 m，長
250 m，ならびに厚さ 7 mで，推定土量 21万 m3

である（堀尾，2012）。被害状況は，人家 4棟な
らびに非住家 7棟の計 11棟が全壊したほか，県
道は土砂埋塞により通行止めとなり，用水路は土
砂埋塞により使用不可となった（堀尾，2012）。
地すべり発生後の経過を表 1に示すが，本地すべ
りは発生から 3日後に人家に初めて人家に直接の
被害が出るなど，非常に長い時間をかけて流下し
たものである。 

　図 4，図 5は，研究対象地の地すべり発生前の
図面と地すべり発生後の図面である。実線で囲ま
れた範囲は地すべりの発生個所を示し，破線で囲

まれた範囲は土砂が流下した範囲をそれぞれ示し
ている。この 2つの図面を比較してみると，地す
べり発生後，土砂は斜面を真っすぐに流下して
いったことが見て取れる。なぜこのような進路を
取ったのかというと，この範囲には谷地形があり
（図 6），土砂はその地形に沿いながら真っすぐ流

表 1　地すべりの経過

3月  7日（水） 14 : 30　地すべり発生
3月  8日（木） 17 : 30　避難準備情報 10世帯・39人，避難所開設

21 : 35　同上避難勧告
22 : 50　避難勧告区域を拡大，合計 21世帯・80人

3月  9日（金）  4 : 00　県道三和・新井線全面通行止め
3月 10日（土）  2 : 00　家屋に被害発生（住宅 3棟，作業小屋 1棟），災害救助法適用
3月 11日（日） 17 : 00　住家 1棟被害
3月 12日（月） 16 : 00　非住家 10棟被害
3月 13日（火） 20 : 30　避難勧告，5世帯・20人

図 4.　被災前の図面
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下していったためである。また，航空写真で被災
前の地すべり発生箇所の頂部を確認すると（図
7），頂部一帯において森林が明らかに少なくなっ
ており，この一帯が過去に人為的に切り拓かれた
可能性が考えられる。地すべり発生の要因として
断定はできないが，この一帯に樹木がないことに
より地中に水分が浸透しやすくなり，地すべりが
発生した遠因となったと推測できる。
　国川地すべりの主な誘因は斜面への融雪水の浸
透であったと考えられている（畠田ほか，2012）。
そこで上越地域にある気象庁観測所の記録をもと
に，降雪量及び積雪深を過去の平年値と共に比較
すると，関山観測所では，総降雪量は平年値の 1.2

倍であり，年最大積雪深は平年値の 1.6倍を記録
している。高田観測所では，総降雪量は平年並み

図 5.　被災後の図面

図 6.　国川地すべりの谷地形

図 7.　被災前の航空写真
　　    （国土地理院空中写真　CCB20102-C18-38を

使用）
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であったが，年最大積雪深が平年値の 1.8倍を記
録していた。国川地すべりが発生した 3月 7日時
点でも関山観測所で 225 cm，高田観測所で
121 cmと，平年の最大積雪深と同等の積雪があっ
た。なお，国川地区でも 200 cm近くの積雪があっ
たことが確認されている（畠田ほか，2012）。よっ
て，2011-2012冬季は，平年よりも積雪深が大き
かった年であったと言える。また，発生の 3日前
から気温の上昇が見られ，3月 5日には 10.7°Cに
まで気温が上昇し，それと同時に積雪深も急激に
減少していったことが確認されている。以上より，
国川地すべりは大量の雪解け水が誘因の 1つと
なって発生したと考えられるのである。
　国川町内会では，地すべり斜面の応急工事が進
捗した 2012年 12月 9日に「地すべり復興委員会」
を立ち上げ，地滑り対策工事が終了した跡地が将
来的に荒れ地にならないよう，地権者及び地域の
皆さんに提案するための土地利用案を検討してい

る（国川町内会，2014）。また，2013年 3月 16

日に「国川前田田んぼ利用組合」が設立され，復
旧した農地を荒らすことなく農業生産活動に活用
するため，被災した農地の地権者 8人で組合を立
ち上げ，一体的な土地利用に取り組んだ。この土
地で 2013年度にはバターピーナッツかぼちゃと
そばの栽培がおこなわれている。

4.　考　　　察

　4-1　地すべり発生前後区の比較
　ここでは，平成 24年の国川地すべりで破壊さ
れた農地・住宅地がどの程度復活しているのか，
そして発生現場において今後地すべりが発生し得
ると考えられる場所はどこであるかという事につ
いて，今後の課題と共にまとめていく。
　図 8は 2016年 11月 24日にドローンを用いて
撮影した国川地すべりの写真で，図 9のオルソ画
像は地すべりの発生域などを書き込んだものであ

図 8.　2016年 11月 24日時点にドローンで撮影した国川地すべりの写真
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図 9.　国川地すべりの現在の地形（ドローン撮影によりオルソ画像を作成）

図 10.　被災前の航空写真
 　　　  （国土地理院空中写真 2010年撮影　CCB20102-C18-38を使用）
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る。図中に振ってある番号は本章で個別に取り上
げる地点を番号順に降ったものである。そして参
考として，図 10として被災前の国川の上空写真
に発生域などを書き込んだものを載せた。この両
図を比較すると，地すべりが発生した後に，土塊
は移動域にあった森林を押し流しながら移動を
し，最終的に農地の上を移動して堆積していった
ことが理解できる。
　続いて，農地がどの程度復活をしているかにつ
いて被災前の写真と今回撮影したドローンの写真
の比較を行う。図 11は被災前（2010年）の被災
地の農地の空中写真である。被災前の地図を参照
すると，当時は水田として使用されており，棚田
が形成されていた。この水田は 2012年の国川地
すべりによって土塊に押し潰されたため，破壊さ
れてしまった。その後復興が進み，この水田であっ
た場所は，現在は畑として使用されており，バター
ピーナッツかぼちゃとそばの作付けを進めている
（国川町内会，2014）。図 12は 2016年 11月 24

日時点での畑の写真である。図 12と図 13を比較
してみると，道路側の 1区画は地すべり防止用の
ブロック提の建設により消滅はしたが，農地の範
囲は被災前とほぼ同じくらいの範囲まで復活して
いる。

　しかし，図 12で実線の枠で囲まれた畑は十分
に手入れが成されているのに対して，破線の枠で
囲まれた畑はあまり手入れが入っておらず，荒れ
ている様子が確認された。従って，農地の範囲は
復活をしたが，そのすべてを十分に管理すること
は出来ていないと言えるだろう。地すべり地の斜
面に形成された畑や水田は，雨水の地下への浸透
を緩やかにする効果もある（農林水産省，2008）
ため，今後はこの農地の手入れを十全にすること，
そしてその状態を維持していくことが課題となる
であろう。

　4-2　 今後地すべりを起こす可能性がある場所
の予測

　図 9のオルソ画像の判読により，同図内の②の
地点において埋積谷であると考えられる場所が判
明し，今後この場所が地すべりを起こす可能性が
あると考えた。図 13は埋積谷の拡大写真であり，
Aから Cは，12月 29日の追加調査での調査地点
を示している。
　まずは Aの範囲に着目すると，斜面に水が流
れ出したような跡が確認できる（写真 1）。これ
は斜面の上部から水が染み出し，その水の流下路
にあった芝が成長し，周囲と比べて芝が枯れな
かったためにこのような痕跡が形成されたと予想
される。また，Bの地点でも Aと同様に水が染
み出した跡が確認され，その真下の排水溝で排水

図 11.　被災前の農地（水田）
　　 　  （国土地理院空中写真　2010年撮影　 

CCB20102-C18-38を使用）

図 12.　被災後の農地（畑）（2016年 11月 24日撮影）
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が確認された（写真 2）。以上からこの地点は他
の場所と比べ，地下水量が多くなっていると予測
される。
　それでは最後に Cの地点に着目していくこの
場所だけモルタル補修が施されており，中央は逆
三角形の形で土面が残されているのである（写真
3）。なぜこのような補修を行っているのかは詳し
くは分からないが，おそらくこの場所の工事の際
にこの C地点の斜面が崩れそうになったために
モルタルを吹き付けたのではないかと考えられ
る。そして排水を中央の排水溝に集めるために土
面を逆三角形に残してあるのだと考えられる。
　また，このモルタル面に開けられている排水孔
から木が伸びている様子が確認された（写真 4）。

図 13.　 埋積谷（図 9の ②）の拡大写真（2016年
11月 24日撮影）

写真 1.　 A地点下部の排水溝の様子（2016年 12月
29日　花渓撮影）

写真 2.　 B地点下部の排水溝の様子（2016年 12月
29日　花渓撮影）

写真 3.　 Ｃ地点の斜面（2016年 12月 29日　花渓
撮影）

写真 4.　 排水孔から伸びている木（12月 29日　花
渓撮影）
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このモルタル面の下に木の根があり，それが成長
したものであると予想される。このことから，こ
のモルタル面の下には木の成長を支えるだけの水
分があるということが考えられ，この木の根が成
長することによって，将来的にモルタルが破壊さ
れる恐れもある。
　以上の 4地点の判読から，この埋積谷は周囲と
比べて水分量が多く，また亀裂の入っている場所
もあるため，将来的に地すべりを起すリスクが高
いと考えることができる。今後は亀裂の補修をす
るなど，できる範囲での対策を立てていくことが
必要となると思われる。

5.　ま　と　め

　今回の調査から，国川地すべりの発生現場にお
いて，2カ所の今後再滑動する可能性のある場所
が新たに発見することができた。その中でも地す
べり現場北部の斜面（図 9の ② 地点）において
は埋積谷と考えられる場所が明らかとなり，そこ
から水が流出している痕跡があること，そして斜
面に亀裂（クラック）が入っていることが判明し
たことなどから，この地すべり現場の外の地点と
比較しても，この地点において今後新たな地すべ
りが発生する可能性が極めて高いと考えることが
できるであろう。
　また，土地利用に関して新たな課題も明確に
なった。それは移動域にあった森林の跡地をどの
ように活用していくかという事である。この問題
は国川町内会の「地すべり復興委員会」において
も取り上げられているが，地権者一人一人の思い
の温度差もあるため，取り組みがなかなか進展し
ないようである。解決案の 1つとしてこの場所に
農地を拡大するという事も考えられるが，地権者
の意向やそこで農業を営みたいと希望する人の有
無などが障害となり，一筋縄ではいかないであろ
う。そこで，2006年沖縄県中城村村北上原・安
里地区で発生した地すべり災害の復興事業である
植樹事業に着目し（中城村，2017），この国川地
区においても，植樹事業を展開していくことが一
つの方法となるのではないだろうか。長い時間を

かける必要があるが，この土地の結合を少しでも
回復していくために，可能な範囲で対策をしてい
くことが求められると考えるのである。
　近年，我が国では首都直下型地震や南海トラフ
地震など，巨大地震の発生を危惧する風潮がある。
もし巨大地震が発生したと仮定したときに，広範
囲で地すべりが同時多発的に発生する恐れもある
だろう。また，地球温暖化の影響により積乱雲が
発生しやすくなることによって，大雨や大雪の増
加し，地震以外の要因で地すべりが発生すること
も予想される。またこの両要因が同時発生すれば，
同一箇所において地すべりが連続発生することも
考えられる。以上の事から，今回の国川地すべり
の事例は今後の地すべり防災を検討するにあたっ
て，地すべりの再発に対する対策を考えるとき，
1つの有力なモデルケースとなるだろう。
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Comparison between immediately after the landslide and four years 

hence （2016） in the Kokukawa landslide, Joetsu city,  

Niigata prefecture, central Japan.

NAKAMURA Yosuke, SETO Masayuki and HANATANI Kazuki

　　The focus of this study is comparison of geomorphic conditions of past and present.　The Kokukawa 

landslide occurred in 2013.　We carried out field survey including UAS.　As a result, there is buried valley at 

the northern slope face with many cracks.　At this part of slope face, water content may be high.　These 

facts indicate possibilities of future landslide.　Furthermore, the new issue was found.　As mentioned above, 

the site of Kokukawa landslide is unstable.　So, land use is very important for safety use.　This study con-

sidered how to maintain the site of Kokukawa landslide.　Tree planting is one of solution to this problem.　
Tree planting will take a long time.　However, it devises countermeasure for safety land use.


