平成 27 年度 礼文島現地検討会の報告
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はじめに
（公社）日本地すべり学会北海道支部，北海道地すべり学会主催の表記現地検討会が，平成
27 年 5 月 27 日（水）～29 日（金）の 2 泊 3 日にわたって開催されました。この現地検討会に
参加する機会を得ることができましたので、ここにご報告いたします。
なお、当協会はこの現地検討に協賛しています。

現地検討会の概要について
今年度の現地検討会のテーマは「礼文島の土砂災害」で，2014 年 8 月の豪雨による土砂災害、
および過去に発生した地すべりや岩盤崩壊箇所などを見学しました。
また，学会活動の一環でもある啓発広報活動として，土砂災害に対する地域防災力向上に向
けた一般住民向けの講演会も実施されました。
現地検討会および啓発広報活動の内容は以下の通りです。
（現地検討会案内書より抜粋）
＜現地検討会および啓発広報活動の内容＞
テーマ：礼文島土砂災害
〇2014 年に発生した礼文島の土砂災害箇所
2014 年 8 月 23 日から 24 日にかけて降り続いた降雨により，礼文島南部を中心に約 50
カ所の斜面崩壊が発生しました。礼文町では 24 時間降水量が 183 ㎜で 2003 年の観測開始
以降，最多となりました。これらの降雨が島内各地で土砂災害を引き起こし，礼文島北東
部では犠牲者が，礼文島南部では島の東西を結ぶ道道が不通となる等，大きな災害がもた
らされました。これらの被災箇所における災害の素因・誘因，調査・解析結果および対策
工などを学びます。
〇過去に礼文島で発生した斜面崩壊
当学会で発刊いたしました「北海道の地すべり’９９」，
「北海道の地すべり２０１２」
に掲載されている「元地地すべり」や「元地地すべりで発生した岩盤崩壊」などを中心に，
地すべりや岩盤崩壊の素因・誘因，調査・解析結果および対策工などを学びます。
〇講演会（5/28 18：30～20：00）
土砂災害に対する地域防災力の向上に繋がる住民講演を開催します。

見学箇所は次のページ見学箇所図に示したとおりです。
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（現地検討会資料より）

以下に順を追って見学内容を記します。
なお、カッコ内の番号は見学箇所図の番号に対応しています。

【 5 月 27 日（水）（１日目）】
10：00

稚内フェリーターミナル内集合

11：00

稚内港発

12：55

礼文島香深港着

島内見学
上泊地区

海成段丘地形（1-①）

13 万年前の段丘堆積物の上位に周氷河性斜面堆積物が厚く堆積しており、それによって広く
形成された緩斜面を遠望しました。
高山地区

周氷河性斜面堆積物の崩壊（1-②）

2014 年 8 月 23 日から 24 日にかけて襲った豪雨により、人家裏で斜面が崩壊し、崩壊土砂
が人家を倒壊させました。高山地区では、崩壊箇所のほかにも旧崩壊地が多数確認されます。
旧崩壊地形はいずれもほぼ同じ標高を崩壊下面としています。また、崩壊基底部に粘土層が確
認されています。粒度試験の結果では、現地の周氷河性斜面堆積物は粘性土特性と砂質土特性
の両方を併せ持つ可能性が考えられています。粘性土特性によって円弧すべりが発生しそれが
崩壊土砂の体積を大きくしたこと、砂質土特性で急激なせん断による液状化が発生し高速な流
動となったことによって、周辺の他の崩壊地よりエネルギーの大きな崩壊が発生し、2 名の犠
牲者を出すような甚大な被害をもたらしたものと考えられています。

写真-1

崩壊地全景

浜中地区（1-③）
浜中層硬質頁岩分布地域での地すべり見学しました。この地すべりは並進地すべりと考えら
れており、空中写真判読からはすべり面は海に抜けている可能性も考えられています。
江戸屋地すべり（1-④）
同じく浜中層での地すべりを遠望しました。
鮑古丹（1-⑤）
地すべり地形を遠望しました。

スコトン岬

休憩

て しかり

手 然 自治会館地先（1-⑥）
礼文層群の地すべりで、現地では斜面下方から順に B、A、C の 3 ブロックの地すべりが認
められます。それらの関係は、
① A ブロックが滑動し、下方にある B ブロックの頭部を圧縮
② B ブロックが滑動
③ A ブロックの滑動により上方の C ブロックが追従して滑動
④ C ブロックの滑動により頭部荷重増となった A ブロックが滑動
以下①～④をくり返すものと推定されています。
なお、A ブロックは基盤の白亜紀礼文層群の傾斜方向に沿ってすべっており、海岸方向とは
やや斜交しています。

写真-2

津軽

B ブロック末端部

写真-3

A ブロック内に設置された集水井

江戸地先，三上地先の崩壊（1-⑦）

新第三紀香深層の礫岩を基盤とする地すべりです。崩壊土砂が周氷河性堆積物か強風化岩な
のは不明瞭とされています。

【 5 月 28 日（木）（2 日目）】
香深南側（香深港横）の地すべり地形遠望
道道元地香深線は礼文島の西海岸と東海岸を結ぶ唯一のルートですが、大規模な落石・崩壊、
地すべり等があり、それらの災害リスクの回避と道路構造等の問題を解消するために新桃岩ト
ンネルが計画されました。
坑口候補となった香深南側（香深港横）の斜面を遠望しました。ルート検討時の調査により、
地すべり地形と考えられる急崖や線状凹地が認められ、この斜面は坑口としては不適と判断さ
れました。

写真-4

坑口付近斜面全景

旧学校の沢地すべり周辺遠望（2-①）
2014 年の豪雨により、古い地すべりの
一部が滑動して末端が崩壊し、小さな土
石流となって流下した箇所です。土石流
は治山ダムで捕捉されましたが、後続流
が下の道道に達し土砂を埋積させまし
た。
写真-5

地すべり末端部

地蔵岩（2-②）
地蔵岩は白亜紀礼文層群地蔵岩層の灰緑色凝灰質砂岩と紫灰色珪質頁岩が互層する硬質な堆
積岩で形成されています。地蔵岩は直立した層理面（海側が下位）に沿って浸食が進み、背後
の尾根から分離した状態となっています。

写真-6

地蔵岩遠景

写真-7

同左近接

元地川地すべり（2-③）
2014 年の豪雨により、やや大きい地すべりに新たに形成された小地すべりの末端が崩壊し、
土石流が発生して下流の人家のわずか 60ｍほど上流まで達しました。
元地冷水地すべり、新トンネル元地側坑口遠望（2-④）
元地港防波堤より、元地冷水地すべりと道道の新トンネル元地側坑口付近の地形を遠望しま
した。
元地冷水地すべりは奥行き 360ｍ、最大幅 100ｍ、最大深度 10ｍの規模をもち、地すべり防
止区域に指定されています。凝灰質砂岩を基盤とし、その風化層が地すべり移動体を構成して
います。地すべりの素因としては、凝灰質砂岩が南側の貫入岩の影響で変質していたことや、
豊富な地下水、波浪により末端浸食を受けやすいことなどが挙げられています。対策工として、
集水井、横ボーリング工、水路工、土留柵工などが施工され、現在は安定しています。2014 年
豪雨では、地すべり中～上部の側崖で崩壊と土砂流出があり、水路工が閉塞しました。
新トンネルの坑口選定にあたっては、地すべり地形の回避が最大のコントロールポイントに
なりました。その結果、元地層を貫く安山岩からなる斜面が選定されました。トンネルはすで
に貫通しており、平成 27 年 9 月の開通を目指して盛んに工事が進められていました。

写真-8

元地冷水地すべり遠望

写真-9

新トンネル坑口付近の斜面状況

桃台猫台展望台

昼食

桃岩周辺（2-⑥）
桃岩
マグマが作った幅 200～300ｍ、高さ 190ｍの巨大なドームを見学しました。その桃のような
姿は礼文島の観光の目玉の一つとなっています。
これは新第三紀中新世に浅い海底の柔らかな堆積物にデイサイトマグマが貫入してできたも
のと考えられ、隆起の後、周囲の地層が浸食によって削り取られて現在の姿となりました。放
射状の柱状節理からなる核と、それを取り囲むように結晶質およびガラス質のバンドが何層も
見られ、外縁に近づくと、マグマが泥と接触した時にできた角礫状の岩石（ペペライト）が観
察できました。
元地地すべり全景遠望
桃岩を挟んで両側の地すべり地形を「元地地すべり」といい、北ブロックと南ブロックがあ
ります。地すべり防止区域に指定されています。昭和年代は北ブロック内を通る道道元地香深
線で地すべりが発生し、集水井などの対策工が施工されました。平成年代に入ると南ブロック
の活動が活発化し、大規模な味すべりが 4 回発生しています。現在は地下水排除工、押え盛土、
杭工などの対策工が施工され、「元地地すべり」そのものは安定しています。
2003 年と 2006 年に、南ブロックの滑落崖を構成するハイアロクラスタイトの岩盤崩壊が発
生しました。

写真-10

北ブロック全景

写真-11

桃岩と南ブロック全景

（2003 年岩盤崩壊）
2003 年 5 月 25 日に、谷筋を滑走した約 660 トンの巨
大岩塊が、他の崩積土砂を水平距離約 50m も飛び越える
というマスムーブメントが発生しました。幸いにも人身
や建設物への被害はありませんでした。

（2006 年岩盤崩壊・射出）
地すべり側崖の急崖で約 10,000 ㎥の岩盤崩壊が発生
しました。崩壊岩塊は直下の地すべり土塊にめり込むよ
うに落下し、周辺地盤の変形や衝撃に伴う射出（到達距
離は約 350m）が発生しました。発生から 9 年経過し、現
在は射出の痕跡はほとんど認められませんが、崩壊岩塊

写真-12
2003 年岩盤崩壊斜面全景

はほぼ当時のまま残されています。崩壊に先立つ前兆現
象は認められていなかったとのことで、崖面に平行な摂
理を素因として岩盤が経年的に不安定化して発生したも
のと推定されています。
周辺の崖地にも同様の分離面が背後に隠れているもの
と考えられ、ハイアロクラスタイト斜面で同様の災害が
発生するリスクを抱えていることを学びました。

写真-13

2006 年岩盤崩壊箇所
崩壊源と手前が崩壊岩塊

現桃岩トンネル元地側坑口崩壊箇所（2-⑦）
2014 年 8 月豪雨で土砂崩壊が発生（斜長 33m、幅 24m、厚さ 6m、体積 4,800 ㎥）し、崩土が
道道を埋めたため 7 日間の通行止めを余儀なくされました。
崩壊は元地層（破砕状泥岩）と香深岩相が断層で接する構造的な弱部で発生しました。素因
としては「もともと脆弱な地山」、「より脆弱な地すべり移動体が斜面裾にあること」、「左側崖
部の潜在的な分離面」が挙げられ、豪雨による左側崖付近の地下水集中と強度低下による斜面
不安定化が主要な要因と考えられています。
元地地すべり東部ブロックの施設（集水井、横ボーリング、抑止杭等）が崩積土で埋塞しま
したが、下方の旧地すべりの変動は認められていません。
その後、現桃岩トンネル内の変状を見学し、現地検討会は終了しました。

写真-14

【講演会

崩壊箇所全景

5 月 28 日夜】

今回の現地検討会では、学会活動の一環でもある一般住民向けの広報啓発活動として、土砂
災害に対する地域防災力向上に向けた講演会が実施されました。
（講演会プログラム）
・開会の辞

北海道地すべり学会副会長

伊東

佳彦

氏

・来賓挨拶

礼文町

村井

政春

氏

伊東

佳彦

氏

聡

氏

副町長

・「北海道・礼文島における豪雨災害」
国立行政法人 土木研究所 寒地土木研究所
・「身近な地形や気象の情報を知ることによって災害は回避できる」
地方独立行政法人 北海道総合研究機構

地質研究所

石丸

・「みんなで防ごう土砂災害！

土砂災害に向けた北海道の取り組み」
北海道 建設部 土木部 河川砂防課

相原

直浩

氏

・閉会の辞

昨年大きな災害を経験していることもあって多くの住民の参加が期待されましたが、当日は
たまたま町民の葬儀と重なってしまい（これくらいの規模の町村では冠婚葬祭などが最優先と
なるのですね）、残念ながら住民の参加は 30 数名にとどまりました。しかし聴衆の中には熱心
にメモを取る姿も見られ、参加された方の意識の高さもうかがえました。
地すべり学会北海道支部・北海道地すべり学会ではこれまで農業高校生を対象とした地すべ
り教育活動を実施していましたが、一般住民を対象にした広報啓発活動はこれが初めてであり、
今後の学会活動のひとつの形として大いに評価されるものと考えます。今後が注目されます。

写真-15

講演会場

写真-16

講演風景

礼文町民活動総合センター「ぴすか 21」

おわりに
これまでの学会の現地検討会は日帰りまたは 1 泊 2 日というのが定番でした。しかし、今回
の現地見学会は離島での開催、しかも 2 泊 3 日（札幌から参加の場合は実質 3 泊 4 日）という、
これまでにない思い切った企画でした。参加者は 24 名と、これまでの 1 泊コースとほぼ同等
であり、昨年の豪雨災害とともに地すべり地の多い礼文島への関心の高さがうかがえます。
忙しい職務の合間を縫って参加した方々の熱意と会社側の理解に敬意を表するとともに、こ
のような現地検討会の企画・運営に努力された学会巡検部の方々をはじめとする関係者の皆さ
まに感謝します。今後も興味深い現場を経験する機会を提供していただけることを期待いたし
ます。
なお、この報告には現地検討会資料から多くを引用、使用させていただきましたことをお断
りしておきます。

