
先進建設・防災・減災技術フェアin熊本2021

一般社団法人地盤品質判定士会
地盤品質判定士 奈須徹夫

地盤品質判定士とご自分の住む宅地を
ぶらりと歩いて観察してみませんか？
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１．はじめに 講師プロフィール

氏 名：奈須 徹夫
出生地：熊本市
居住地：大阪府茨木市
所 属：株式会社ワイビーエム 企画部

熊本市坪井３丁目に高校まで居住
鹿児島大学・大学院修士課程 しらすの液状化に関する研究
地盤改良会社 軟弱地盤対策工事の設計・施工・工法開発など
地質調査機・地盤改良機メーカー 開発企画 広報企画

地盤調査・地盤改良機の開発

東日本大震災での災害調査 2011年3月11日（M9.0）
平成23年台風12号災害調査 2011年9月1日～5日（紀伊半島）

地盤品質判定士制度（創設（2013年2月）
地盤品質判定士資格取得（2014年1月）
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２．気象の激化 私が住んでいた町

熊本市坪井３丁目

至 八景水谷
坪井川

熊本電鉄
京陵中学校

壺川小学校

自宅（坪井３丁目）

浸水から○○を守るために中二階がある平屋

浸水に会うことなしに 昔は自然災害は少なかった？
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「直下型」 2016年4月14日21時26分
震源の深さ11 km、M6.5（前震）
日奈久断層帯の北端部

4月16日1時25分（28時間後）
震源の深さ12 km、M7.3（本震）
布田川断層帯
阪神・淡路大震災（1955年）と
同規模
連動型地震

死 者： 273 人
負傷者：2,809 人

全壊 8,651 棟
半壊 32,473 棟
土砂災害 南阿蘇村立野地区

九州電力黒川第一発電所
ほか

液状化 熊本市南区 ほか

２．気象の激化 自然災害が多発する国土

最近、よく耳にしますよね

「温暖化」

「南海トラフ」

「豪雨」

「激甚」

「土砂崩れ」

「地盤沈下」

「気象の凶暴化」

「河川氾濫」

「線状降水帯」

「火砕流」

「土石流」
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２．気象の激化 自然災害が多発する国土

最近、よく耳にしますよね

短時間強雨の増加傾向（気象庁資料）
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２．気象の激化 自然災害が多発する国土

最近、よく耳にしますよね

土砂災害の発生状況の推移（国土交通省資料）

大阪北部地震（6/18）
死者行方不明者6人
住宅全半壊500棟以上

平成30年7月豪雨（6/28～7/8）
死者行方不明者271人
住宅全半壊1万棟以上

北海道胆振東部地震
死者行方不明者43人
住宅全半壊2000棟以上
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２．気象の激化 自分の身は自分で守る時代

災害レベル情報

避難情報の変更と大雨警戒レベル

5月20日から
情報が変更され
ました。

ただちに命
を守る行動
をとってく
ださい。

令和元年台風第19号等を踏まえた避難情報及び広域避難等のあり方
について （令和2年12月24日公表）
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２．気象の激化 自分の身は自分で守る時代

自分の身は自分で守る時代になった

内閣府
避難行動判定フロー

「自らの命は自らが守る」意識を持ち、
自宅の災害リスクと取るべき行動を
確認しましょう

自分が暮らす街に潜む
災害リスクは？？

どんなリスクが潜んでいるか
地盤品質判定士と考えましょう。
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２．気象の激化 今日のお題 09



３．地盤品質判定士が気にしているのは？

日本の国土

変化に富んだ地形
さまざまな植生

造山運動 地質の違い
水分 土壌もさまざま
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３．地盤品質判定士が気にしているのは？

どこに住みたいですか？

高台・台地 丘陵・扇状地 低地・平野
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３．地盤品質判定士が気にしているのは？

どこに住みたいですか？

【低地・平野】
街が形成され便利が良い
交通アクセスが発達

坂がなくて移動が楽
山崩れにあわない

標高が低い→浸水被害・津波
高台がない→避難は？
地盤が軟弱→液状化・沈下
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３．地盤品質判定士が気にしているのは？

どこに住みたいですか？

【丘陵・扇状地】
階段状で風光明媚
風が吹き抜け快適
市街地へのアクセスもよい

浸水被害にあいにくい
液状化の危険が少ない

土石流
階段状→擁壁倒壊
扇状地の端部は湧水が多く
街が発達する。
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３．地盤品質判定士が気にしているのは？

どこに住みたいですか？

【丘陵・扇状地】
扇状地は土石流堆積物（百瀬川扇状地）

百瀬川隧道

土砂の量？
年間３万ｔ

百瀬川が天井川になっ
たのでトンネルを掘った

1,500m

50m

1,500m
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３．地盤品質判定士が気にしているのは？

どこに住みたいですか？

【丘陵・扇状地】
繰り返される土石流被害

2014年8月20日
安佐南区八木地区

蛇王池の碑
自然災害伝承碑

土石流の特徴
・豪雨等で渓流や山腹斜面等の堆積物が，不安定化し，濁流化
・流下過程で河床堆積物，基盤岩の一部，渓岸の樹木など巻き込む
・礫など粒径の大きい物質を先端に集め、高速で流下。
・近隣の類似地形で同時多発的に発生
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３．地盤品質判定士が気にしているのは？

どこに住みたいですか？

【高台・台地】
閑散として静か
風光明媚
風が吹き抜け快適
浸水被害にあいにくい
液状化の危険が少ない

東日本大震災・熊本地震では
高台・台地の造成地で
谷埋め盛土の滑動崩落が発生

高台のほうが地盤が硬かった
のでは？
アクセスが悪い→避難の問題
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３．地盤品質判定士が気にしているのは？

どこに住みたいですか？
どこに住んでも「トレードオフ」

高台・台地 丘陵・扇状地 低地・平野

特徴 標高が高い
背後に山
複合整地

傾斜地で階段状
背後に渓流

標高が低い
河川が多い
海に面している

山崩れ ✕

土石流 ✕ ✕

地すべり ✕ ✕

擁壁倒壊 △ ✕

液状化 △ △ ✕

浸水被害 ✕

津波 ✕

沈下 ✕ ✕ ✕

どこに住んでも沈下は逃れられない
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３．地盤品質判定士が気にしているのは？

なぜ、高いところ低いところができるのか？

野島断層で断層が露頭

兵庫県南部地震で発生
1995年（平成7年）1月17日5時46分
野島断層（六甲・淡路島断層帯）
右横ずれ（1～ 2m）南東側が隆起（0.5～ 1.2m）
の逆断層
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３．地盤品質判定士が気にしているのは？

なぜ、斜面ができるのか？

高いところ 低いところができて
安定したかったから

＋＋＋
＋＋＋＋
＋＋＋＋＋
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

基盤岩

崩積土・扇状地

沖積土
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なぜ、斜面ができるのか？

３．地盤品質判定士が気にしているのは？

砂を落してみよう

32°＝30°

安息角

土砂を積み上げたときに
自発的に崩れることなく
安定を保つ斜面の最大角度
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なぜ、斜面ができるのか？

３．地盤品質判定士が気にしているのは？

さらに砂を落してみよう

段切り

水抜き孔 栗石

擁壁
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なぜ、斜面ができるのか？

３．地盤品質判定士が気にしているのは？

壁がくずれたら どうなるか

30°

安息角

45°
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安息角は粒子の大きさと粒子の角の丸みや
形状により決まる。
斜面に置かれたものが滑り出さずに留まる
ことができる時の斜面の角度や摩擦係数に
起因する。
安息角が力学的にどのように作用されるか
は、わからないままになっているが、安息
角が土石における全体の安定形成を示す物
理量となることは知られており、法令や設
計などいろいろなシーンで利用されている。

なぜ、斜面ができるのか？

３．地盤品質判定士が気にしているのは？

安息角

安息角

ベルトコンベア 砂時計 砂丘 宅地

法面↔人工物
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宅地造成等規制法８条
「宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、
造成主は、当該工事に着手する前に、国土交通省令で定めるところにより、都道
府県知事の許可を受けなければならない。」

３．地盤品質判定士が気にしているのは？

建築基準法１９条４項
「建築物が、がけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁
（ようへき）の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない」

神奈川県建築基準条例（県条例）２条の３
「がけは、こう配が３０度を超える傾斜地をいう。」

横浜市建築条例３条（がけ条例）
「【崖】高さ３メートルを超える崖（一体性を有する１個の傾斜地でその主要部
分の勾配が30度を超えるものをいう）。

熊本県建築基準条例の解説
※1 がけ
宅地造成等規制法施行令第 1 条に基づく「がけ」の定義による。
がけとは「地表面が水平面に対し 30 度を超える角度をなす土地（図 1）で硬岩
盤（風化の著しいものを除く。）以外のもの」をいう。

30°の秘密 「がけは、こう配が３０度を超える傾斜地」
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なぜ土はくっつくのか？

３．地盤品質判定士が気にしているのは？

土の構造（土粒子／水／空気）
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なぜ土はくっつくのか？

３．地盤品質判定士が気にしているのは？

土の構造（土粒子／水／空気）

水土粒子 空気
（間隙）

土は土粒子と土粒子の間隙の中の水と空
気の３つの要素から構成されている。一
般に不飽和土の場合、サクション（不
圧）の効果により見かけの粘着力が発生
する。

飽和すると見かけの粘着力がなくなり、
見かけの粘着着力は消失する。

土は土粒子のかみ合わせだけで支え合っ
ている状態になる。
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なぜ土はくっつくのか？

３．地盤品質判定士が気にしているのは？

土粒子のかみ合わせだけで支え合って
いる状態の土に対して外力が加わると
簡単に変形する。

外力を繰り返し加えると、
土粒子のかみ合わせが完全に外れ、
バラバラになる。→液状化

土は土粒子と土粒子の間隙の中の水と空
気の３つの要素から構成されている。一
般に不飽和土の場合、サクション（不
圧）の効果により見かけの粘着力が発生
する。

土の構造（土粒子／水／空気）
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なぜ土はくっつくのか？

３．地盤品質判定士が気にしているのは？

地盤を強くするためには
①排水 と ②締固め

土粒子の接触面積を増やして、
サクションによる粘着力を増
やす。

土の構造（土粒子／水／空気）

締固め度

現場の締固め乾燥密度
Ｄ＝

室内試験で得た最大乾燥密度

道路盛土 Ｄc 90％以上
河川堤防 Ｄc 85％以上
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３．地盤品質判定士が気にしているのは？

ここまでのまとめ

①自分の身（命）は自分で守る時代になった。

②トレードオフ
どこに住んでも危険リスクからは、逃れられない

③30°は、リスクの分岐点
30°以上になるとガケ
家を建てるにも30°

④水は土をくっつけるが、多いとハイリスク
排水と締固めが重要
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Google Earth ストリートビューからGoogle Earth ストリートビューから

とある住宅街の路地

ずいぶん ブロック塀が高いような気がしませんか？

リスクを見つけよう

４．自分の命は自分で守ろう 30



大阪地震での悲劇

４．自分の命は自分で守ろう

リスクを見つけよう ブロック塀

透かしブロック 大阪地震でのブロック塀の倒壊

【大阪北部地震】
発生：2018年6月18日 7時58分
最大震度6弱
高槻市立寿栄小学校では、登校中だった

三宅璃奈さん（当時小学4年）が、倒れてき
たブロック塀の下敷きになって死亡

【原因】
ブロック塀が不適格 高さ1.2m以上

基礎との連結

ブロック塀撤去（他の小学校）

倒壊前の寿栄小学校のブロック
塀（Google Earthから）
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４．自分の命は自分で守ろう

リスクを見つけよう ブロック塀
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４．自分の命は自分で守ろう

リスクを見つけよう 崖地・急傾斜地

阿蘇大橋地区斜面崩壊

阿蘇大橋地区復旧技術検討会（第3回）資料より

発生：平成28年4月16日1時25分頃

規模：崩壊長 約700m ・崩壊幅 約200m 
崩壊土砂量 約50万m3

被害：国道57号（阿蘇大橋地区）
国道325号阿蘇大橋
JR豊肥線

大学生大和晃さんが阿蘇大橋付近を車で通
行中、大規模な土砂崩れに巻き込まれた
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４．自分の命は自分で守ろう

リスクを見つけよう 崖地・急傾斜地

急傾斜地：斜面の角度が30度以上でがけ高さが5m以上の箇所
地形条件から急傾傾斜が多く、地質も脆いため自然災害を受け
やすい条件にある。

規 模：熊本県内の急傾斜地危険箇所
保全区域内に人家が5戸以上ある箇所 3,552箇所
1戸以上5戸未満ある箇所 5,282箇所
人家はないが今後新規の住宅立地等が見込まれる箇所 629箇所

（平成14年度公表数値） 9,463箇所

対 策：人家5戸以上のうち
（H19年） 自然がけなど早期に対策を要する2,793箇所の整備率 24％

5m以上

30°以上

熊本県HP掲載図に加筆 宮城県石巻市（被災直後）
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４．自分の命は自分で守ろう

リスクを見つけよう 崖地・急傾斜地

堀切急傾斜地の崩壊状況 堀切急傾斜地崩壊危険区域表示

安息角：斜面に置かれたものが滑り出さず
に留まることができる時の角度

安息角 30°

30°以上→留まることができない

避難体制の整備、特定の開発行為に対する
許可制、建築物の構造規制、建築物の移転
等の勧告及び支援措置等
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４．自分の命は自分で守ろう

リスクを見つけよう 擁壁

とある住宅地の風景

リスクを見つけよう

ヒント 擁壁（ようへき）

増積み
コンクリート
ブロック積み擁壁
＋ブロック土留

空石積み擁壁

コンクリート擁壁

増積み擁壁 空石積み擁壁 コンクリート擁壁
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４．自分の命は自分で守ろう

リスクを見つけよう 擁壁

擁壁（ようへき）とは？

土壌の安息角を超える大きな高低差を地面に設けた
いときに、土壌の横圧に抗して斜面の崩壊を防ぐた
めに設計・構築される壁状の構造物である。
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４．自分の命は自分で守ろう

リスクを見つけよう 擁壁

国土交通省 我家の擁壁チェックシート（案）に追記

空石積み擁壁

二段擁壁

増積み擁壁

張出し床版付擁壁

不適格擁壁
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４．自分の命は自分で守ろう

リスクを見つけよう 盛土リスクを見つけよう

モータースクレーパ
掘削・積込・運搬・敷均の一連の土工
作業サイクルを1台でこなせる自己完結
的な機械

山

谷埋め盛土

地

掘 削 ブルドーザ

積み込み バクホウ

運 搬 ダンプトラック

敷 均 し ブルドーザ

転 圧 ローラ

ボウル
エプロン

カッティング
エッジ

造成の工程と使用機械

とある工事現場の風景
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４．自分の命は自分で守ろう

リスクを見つけよう 盛土
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４．自分の身は自分で守ろう

自分が住む街を歩いてみよう
おかしな場所はありませんか？

崖地でのリスクのポイント
・斜面のクラック
・斜面などからの湧水
・木の根元だけが斜めになっている
・斜面から小石がコロコロ落ちてくる
・異様な匂い（土臭い・焦げ臭い）がする
・普段聞こえない音（バキバキ・ゴゴ）がする

擁壁でのリスクのポイント
・今までになかった亀裂がある
・ブロックの一部が膨らんで突き出ている
・隙間から水が出ている
・晴れていてもブロックがぬれている

急傾斜地でのリスクのポイント
・高くて急なガケがある
・「危険区域」という看板が立っている
・自治体のハザードマップに「危険」と書かれている

ブロック塀のリスクのポイント
・子どもの背丈より高い
・ブロックがずれている
・壁面にたわみやきれつがあり、傾きがみられる
・穴の空いた飾りブロックがたくさんある

（日刊建設通信新聞社と地盤品質判定士会の共同制作）
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災 害 名：安政東海地震（1854年12月23日）
安政南海地震（1854年12月24日）

災害種別：地震・津波
建 立 年：1855年
所 在 地：大阪市浪速区幸町3丁目

大地震両川口津浪記

宝永地震（1707年）の
に発生した津波災害の
教訓が生かせなかった。
1年に1回の墨入れをし
て忘れないように。
その他の伝承方法
民話・ことわざ・作り
直し・地名など

４．自分の身は自分で守ろう

自分が住む街を歩いてみよう
災害はくりかえす

各地に残る災害伝承の碑
・我が国は、その位置、地形、地質、気象などの自然

的条件から、昔から数多くの自然災害に見舞われて
きました。そして被害を受けるたびに、わたしたち
の先人はそのときの様子や教訓を石碑やモニュメン
トに刻み、後世の私たちに遺してくれました。

・地図記号：自然災害伝承碑の制定（2019年3月）
・国土地理院が公開
・全国339市区町村1116基
・自然災害伝承碑は、過去からの貴重なメッセージ
・途切れのない伝承と活用が必要

（日刊建設通信新聞社と地盤品質判定士会の共同制作）

島原大変肥後迷惑（1792年5月21日）
雲仙岳の火山性地震およびその後の眉山
の山体崩壊と、それに起因する津波災害

42



５．国と自治体がすすめるブラタクチ

大規模盛土耐震宅地事業

地震による宅地被害：2011年3月 東日本大震災：宮城

切土← →盛土

切盛土部の変状被害

のり面崩壊被害

地すべり的被害

擁壁倒壊被害
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大規模盛土耐震宅地事業

地震による宅地被害：2016年4月 熊本地震：熊本
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大規模盛土耐震宅地事業

災害の種類とメカニズム

新潟県中越地震や東日本
大震災、熊本地震におい
て、大規模に盛土された
造成宅地の滑動崩落災害
が発生

谷埋盛土部あるいは腹付
け盛土盛土部が造成前の
旧地形に沿って滑り落ち
る現象が見られた

旧地形に沿っ
て滑りが発生
し、盛土最下
端で法尻方向
に押し出され
た宅地

前面の土塊が
滑り落ち、建
物の基礎が見
える住宅

※『熊本市大規模盛土造成地マップ』リフレット
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大規模盛土耐震宅地事業

擁壁の被害

盛土の変位によって前面に押し出され崩壊した擁壁 切土部分に設置された擁壁
は被害なし

構造的問題（増積み擁壁）
空石積擁壁＋ブロック積

構造的問題（増積み擁壁）
適格擁壁＋ブロック積

構造的問題＋盛土の変位適
格擁壁＋ブロック積
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大規模盛土耐震宅地事業

復旧事業

復旧事業

急傾斜地崩壊対策事業関連 宅地耐震化推進事業関連

災害関連地域防災
がけ崩れ対策事業

大規模盛土造成地
滑動崩落防止事業

復旧対象

特徴
○小規模の復旧対策工事であるため、
滑動崩落事業と比較すると、
短い期間で復旧可能

○事業対象となる造成宅地内の個々
宅地及び条例等で規定された低い擁
壁（0.6m以上等）も復旧可能

留意点
○同じ宅地内で擁壁高さが変化して
いる場合、3m未満の擁壁復旧は自己
負担

○調査設計・工事に時間を要するた
め、地域防災がけ崩れ対策事業と比
較して、復旧までの期間が長い

公共道路等

○主に擁壁高3m以上の宅地
○人家2戸以上

○主に盛土造成地（3千m2以上）
及び造成地内の宅地擁壁など

○家屋10戸以上
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大規模盛土耐震宅地事業

再度の災害を防災・減災しよう

●全国の大規模盛土造成地マップ
→公開中

●令和4年度まで：短期目標
・第二次スクリーニング計画完了
・中期事業計画の作成及び公表

●令和七年度：中期目標
・中期事業計画に基づいた第二次ス
クリーニングの実施
※令和七年度以降も継続・・・

※経過観察：
優先度が低い大規模盛土造成地等
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大規模盛土耐震宅地事業

再度の災害を防災・減災しよう

大規模盛土の抽出方法

昭和37年と42年 平成28年～30年

造成面積3,000m2以上 地山勾配20°以上 盛土高5m以上

【谷埋め盛土】 【腹付け盛土】
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大規模盛土耐震宅地事業

復旧および再度災害の防災・減災

※『熊本市大規模盛土造成地マップ』リフレットから

【被害の特徴】
・1970年代以前造成の宅地が被災
・2006年宅地造成等規制法等の改正以降に
造成の宅地は被害が発生していない

【課 題】
・既存造成宅地の再度災害の防災・減災
【実施項目】
・大規模盛土造成地の有無の確認
・安全性の確認（変動予測調査）、
・予防対策（滑動崩落防止工事等）の実施
【目 的】
・住民の滑動崩落被害に関する理解を得る
→大規模盛土造成地マップを公開
【留意点】
・掲載された盛土がすべて危険ではない
・掲載外の盛土が安全という訳ではない
・土地取引への制限や特別な手続きはない
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大規模盛土耐震宅地事業

復旧および再度の災害の防災・減災
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新たな方策

自助・共助支援

民間の専門家等
地盤品質判定士会

地方公共団体と民間が
連携した宅地防災に
関する普及活動

①点検・監視
防災安全パトロール等

②宅地相談窓口の設置
・宅地相談会の開催

市民・自治会等

③宅地防災関連の
講演会・勉強会の開催

大
規
模
盛
土
造
成
地
変
動
予
測
調
査

広
義
の
大
規
模
盛
土
造
成
地
変
動
予
測
調
査

連携体制の構築

住民の防災に関する理解・意識向上の支援対策工事の実施関連等

自助・共助の支援体制

経過観察盛土の情報

地方公共団体

継続判
定

危険性小

安全率1以上安全率1未満

危険性大

簡易調査
の併用等

・正確性の維持向上
・盛土経過観察盛土の情報更新

対策工の検討

第一次スクリーニング

大規模盛土造成地
マップの公表

第二次スクリーニング
計画

マップの継続的更新

大規模盛土造成地
の経過観察

住民との合意形成

判
定

判
定

第二次スクリーニング

マップの周知・普及

危険性無

第二次SC実施
計画の説明会等

・住民向けの勉強会及び宅地相談会

・宅地の安全性相談会
・宅地防災の講演会等

・地域住民の自主点検支援

公助事業

大規模盛土耐震宅地事業

事業の全体フロー
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宅地防災

勉強会及び
宅地相談会

経過観察対象の造成宅地

大規模盛土造成地
マップの活用

住民の自主的な盛土造成地
の安全パトロールの支援

宅地防災に関わる意
識・理解向上を支援

宅地地盤の変状
等に関わる相談

滑動崩落等の地盤リス

クに関する理解促進

宅地の安全点検・監視に

おけるポイントの助言等

各地方公共団体が進めている
変動予測調査の進捗状況など
に応じた自助・共助の支援

地方公共団体

地盤品質判定士会

●協定締結
●業務契約等

大規模盛土耐震宅地事業

盛土造成
地の点検
の支援
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自助

公助共助

・宅地防災関連事業の理解

・宅地防災意識の向上

・宅地防災に関する勉強会

・宅地の安全パトロール

国・自治体町会・自治会

地盤品質判定士等
地域住民

・宅地耐震化推進事業の計画的推進

・大規模盛土造成地変動予測調査など

→専門的事項についての理解が困難・・

→滑動崩落被害に対する不安・疑問・・

住民が防災対策の
必要性等を自主的
に思案し、判断で
きるように支援

これまでは、
公助を主体に
事業が進めら
れてきた

解決していくためには・・

地域の宅地防災力の向上

宅地防災に関する普及活動
自助・共助の支援活動

住民の防災意識・
理解向上の支援

今後は、自助・
共助も一緒に推
進していくこと
が重要

大規模盛土耐震宅地事業

事業に対する市民の協力
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お題
地盤品質判定士は、
激化する自然災害から
どのように宅地を守るのか

答え
地盤品質判定士は、
宅地防災のキーマンとして
市民に寄り添い、自助・共助を
進める手助けをすることで、
激化する自然災害から

宅地を守ります。市民と
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６．地盤品質判定士ブースのご案内

地盤品質判定士がお答えします

私のお家
なんとなく変だなぁ･･･
大丈夫なの？
不安だなぁ･･･

おうち

ピンクの｢のぼり｣が目印！

住
宅
地
盤
相
談
会

お気軽にお立ち寄りください！

ブースNo H05
地盤品質判定士とは？
・興味がある方、
・私もなりたい方

お気軽にぞうぞ！

宅地地盤の無料相談会も開催中
・不安な方
・新築、建替え等での相談
・その他
判定士が待機しています。
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６．お気軽にお訪ねください 57


