


平成 26 年 8 月に兵庫県に大きな豪雨災害が起こりました。8月 8日～ 10 日にか
けて神戸、阪神、淡路地域に被害をもたらした台風第 11 号による豪雨災害、また、
8月 15 日～ 17 日にかけて丹波市を中心に大きな被害をもたらした豪雨災害です。
特に丹波市を襲った豪雨は、最大 24 時間雨量が 400 ミリメートルを超え、最大
時間雨量が 100 ミリメートルに迫る記録的な集中豪雨であり、700 を超える箇所で
土砂災害が発生し、崩壊土砂量は 100 万立方メートルとなっています。被害家屋は
1,000 戸を超え、公共土木施設や農林施設等の被害額約 100 億円、山地被害額 21 億
円と甚大な被害となりました。
当協会としましても、被災直後から現地調査を行い、2次災害防止のためのアド
バイス、山地災害や林道災害箇所の復旧事業計画の策定、査定設計書や実施設計書
の作成、災害復旧事業着手後の現場管理業務など、県、丹波市当局と連携を図りな
がら、協力させていただいているところでありますが、今後とも早期復旧に向けて、
しっかりと努力してまいりたいと考えております。
わが国は豪雨等による気象災害に常習的に襲われていますが、近年、これまで経
験したことのない未曾有の集中豪雨が発生しており、これまで以上に災害に強い県
土づくりに努めなければなりません。今回の災害を契機に、山地災害危険地区の総
点検を実施されるとともに「第 2次山地防災・土砂災害対策 5箇年計画」を拡充さ
れ、治山ダム等による予防対策をさらに強力に推進されることを決定された県当局
に敬意を表しますとともに、本 5箇年計画を着実に推進することが、今後の地域の
安心・安全につながるものと確信しております。
このたび、山地災害の状況をより多くの方に知っていただき、地域の防災力を高
めるとともに、県民共通の財産である森林への理解と本災害の早期復旧へのご協
力を求めるため、本書「2014 年 8 月豪雨災害　山地災害の記録」を発刊しました。
災害の記録を残し、伝えることは、今後の対策を考えるうえでも不可欠との思いか
らです。
発刊に当たり、兵庫県、関係市町等多くの関係者のみなさま方から貴重な資料を
提供していただくとともに、適切なご助言を賜りましたことに、心よりお礼申し上
げます。
最後に、本書が一日も早い災害の復旧と、治山事業、林道事業、森林整備事業等
の推進の一助となりますことを心から願うものです。

平成 27 年 8 月

一般社団法人　兵庫県治山林道協会
会長　　谷　公　一

は　じ　め　に
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目　次 平成 26年 台風第11号による災害発生状況Ⅰ .

　7 月 29 日にマリアナ諸島近海で発
生した台風第 11 号は、フィリピンの
東海上を発達しながら強い勢力となっ
て日本の南海上をゆっくりと北上した。
8 月 10 日 6 時過ぎに高知県安芸市付
近に上陸し、その後も四国地方をゆっ
くり北北東に進み、10 時過ぎに兵庫
県姫路市付近に再上陸、近畿地方を北
北東進して 14 時前に日本海に抜けた。
　降り始めの 8月 8日 11 時から 11 日
2 時までの総雨量は、アメダスの洲本
（洲本市）で 350.5mm、神戸空港（神
戸市中央区）で 309.5mm、西宮（西
宮市）で 306.0mm、後

しつかわ

川（篠山市）
で 288.5mmを観測するなど各地で大
雨となった。（神戸地方気象台）
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台風第 11号経路図 ( 神戸地方気象台 )
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8 月 10日 9時の地上天気図・気象衛星赤外線画像（神戸地方気象台）
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3．山地災害の発生状況
　六甲山系の北東部を中心に神戸市で 30 箇所、西宮市で 3箇所ほか計 45 箇所の林地崩壊
が発生し、特に神戸市北区や六甲山尾根部直下の斜面で脆弱な地質の崩壊が目立って発生
した。

※平成 26年 8月 20日　18時時点

　国土交通省が設置した有馬川の雨量
計では、最大 1時間雨量 88mm、8 日
の降り始めからの総雨量 526mmを記
録した。これは、昭和 13 年の阪神大
水害や昭和 42 年の豪雨災害時を上回
る雨量であった。

２．被害の概要
（１）人的被害
　　  軽傷者：９名

（２）住家被害

8 月 8日 11時から 8月 11日 02時までのアメダス期間降水量図
（神戸地方気象台）

・被害箇所位置図

降雨量図（8月 8日 14時～ 8月 10日 16時）
（神戸市北区有馬町（有馬川：国土交通省））

（3）主な被害
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【神戸市北区有野町有野台8丁目】
保全対象被災状況（流木と土砂が人家を直撃）

【神戸市北区有馬町道場山】
保全対象被災状況（山腹崩壊による押し出し土砂が旧旅館を直撃）

山腹崩壊状況（発生源）山腹崩壊状況（崩壊土砂が谷筋の立木とともに流出）
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【神戸市灘区六甲山北六甲（六甲ハウス下）】
山腹崩壊状況（六甲山尾根部直下の斜面が表層崩壊）

【神戸市灘区六甲山町北六甲（関大山荘下）】
山腹崩壊状況（六甲山尾根部直下の斜面が表層崩壊）

提供：六甲山観光（株）

【神戸市北区有馬町六甲山（芦有ドライブウェイ）】
山腹崩壊状況（大型土のうによる応急対策）

保全対象（芦有ドライブウェイ　有馬トンネル）
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山腹崩壊状況（斜面が表層崩壊）

【柏原山線（洲本市千草）】

　県下５路線で約 4,600 万円の被害が発生した。
　うち、災害査定対象路線は淡路島（洲本市、南あわじ市）の２路線 6箇所で、
法面崩壊などの林道施設災害が発生した。

被災状況（林道法面が崩壊し土砂が車道に堆積）

被災状況（林道法面が崩壊して土砂と立木がガードレールに直撃破損）

保全対象被災状況（崩壊土砂が直下市道へ流出し、人家を直撃）

【宝塚市切畑字滝ヶ平井】 4．林道施設災害の発生状況
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被災状況（林道路肩が崩壊）

被災状況（林道法面が崩壊）

【感応寺線（南あわじ市広田広田）】 平成 26年 8月 15日から 8月 17日にかけての大雨による
災害発生状況

Ⅱ .

　8月 15 日から 17 日にかけて本州付近に
停滞した前線に向かって南から暖かく湿っ
た空気が流れ込んだ影響で、前線の活動が
活発となり広い範囲で大気の状態が非常に
不安定となった。このため、局地的に非常
に激しい雨が降った。
　降り始めの 8月 15 日 3 時から 18 日 3 時
までの総雨量は、アメダスの柏原（丹波市）
で 280.5mm、大屋（養父市）で 150.0mm、
八鹿（養父市）で 129.5mm、温泉（美方
郡新温泉町）で 129.5mmを観測した。（神
戸地方気象台）

8 月 15日 03時から 8月 18日 03時までのアメダス期間降水量図
（神戸地方気象台）

8月 17日 3時の地上天気図・気象衛星赤外線画像（神戸地方気象台）

17 日 3時

1.  平成 26 年 8月 15 日から 8月
 　 17 日にかけての大雨について

17 日 3時
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　特に 16 日と 17 日の２日間は近畿、北陸、東海地方を中心に大雨となり、兵庫県では最大
24 時間雨量が 200㎜を超える観測地点が、丹波地域に集中した。
　特に甚大な被害が発生した丹波市市島町では、北岡本で最大 24 時間雨量 414㎜、最大時
間雨量が 91㎜を記録するなど、記録的な局地的豪雨となった。

平成２６年 8月には、全国 5市町において犠牲者が出る土砂災害が発生したが、丹波市の
みが被害発生前に避難勧告を発令し、建物内の 2階などへの垂直避難を呼び掛けた。
この市の判断には、県が提供している「地域別土砂災害危険度」の１㎞メッシュの予測デー
タが有効に活用された。

　この大雨により、700箇所以上※（うち人家等に影響のある箇所104箇所）の崩壊が発生し、
多くの被害を出した（崩壊土砂量は 100 万㎥※：ダンプトラック約 20 万台に相当）。
　今回は 24 時間雨量が 400mmを超えたうえに時間雨量も 100mmに迫る大雨であったた
め、普段は水のない凹状の地形をしている所（0次谷）や斜面の頭部付近から多くの崩壊
が発生し、山裾の住宅に被害を与えるとともに、その崩壊土砂が斜面途中の立木を巻き込
んで流下し、河川を埋塞したことから、集落・道路・農地に連鎖的に被害が拡大した。
※砂防学会が航空レーザ測量やオルソ画像をもとに算出（砂防学会誌 318 号）

２．丹波市における降雨状況 ３．被害の概要

8 16 8 17  

 

（１）人的被害
　　  死者：１名 　　負傷者：４名

（２）住家被害

（３）被害額：94.9 億円

（４）山地被害

※住家：現実に居住のために使用している建物

a

b

a b

＞

a b＞

1次谷

0次谷
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市街地の浸水（丹波市市島町） 前山川の増水による県道「沼市島線」の路肩崩壊（丹波市市島町上竹田 前山小学校付近）

線路の浸水（丹波市市島町 JR 市島駅） 橋梁閉塞による越流水で歩道が崩壊（丹波市市島町徳尾）
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上鴨阪川の増水による県道「沼市島線」の路肩崩壊（丹波市市島町上鴨阪）

車庫兼倉庫への浸水（丹波市市島町乙河内）

　丹波市で人家等に影響のある林地崩壊が 104 箇所発生した。
　特に市島町前

さきやま

山、竹田、美和、氷上町幸
さち

世
よ

の 4 地区で被害が集中し、大量の土砂と立木
等が混じった土石流が谷筋を駆け下り甚大な被害が発生した。

４．山地災害の発生状況
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被災状況（全景）
保全対象被災状況（十方寺へ土砂・流木が流出）（全壊）

保全対象被災状況（人家へ土砂・流木が流出）
保全対象被災状況（山腹崩壊により土砂・流木が流出　最上部は十方寺）

【丹波市市島町上竹田（浄光庵）】
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渓流荒廃状況（山腹崩壊に伴い谷筋の土砂・立木が流出）
【丹波市市島町中竹田（大谷１）】
被災状況（全景）

保全対象被災状況（市道「新道貝市の貝線」へ土砂が流出）渓流荒廃状況（山腹崩壊に伴い谷筋の土砂・立木が流出）
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山腹崩壊状況（山腹崩壊により土砂・流木が堆積）
【丹波市市島町中竹田（大谷2）】
被災状況（全景）

保全対象被災状況（市道「市の貝韮谷線」及び人家へ土砂が流出）渓流荒廃状況（渓流最上部　山腹崩壊に伴い谷筋の土砂・立木が流出）
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保全対象被災状況（人家へ土砂が流出）

山腹荒廃状況（山腹崩壊に伴い谷筋の土砂・流木が流出）

【丹波市市島町中竹田（岩倉）】
被災状況（全景）

保全対象被災状況（墓地へ土砂が流出）
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保全対象被災状況（石像寺に土砂が直撃）

保全対象被災状況（石像寺に土砂が流入）

山腹荒廃状況（山腹崩壊に伴い土砂・立木が流出）

渓流荒廃状況（山腹崩壊により土砂・流木が渓流に堆積）
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被災状況（全景）

保全対象被災状況（市道「臨川寺線」へ土砂・流木が流出）

保全対象被災状況（臨川寺本堂へ土砂が流出）

保全対象被災状況（臨川寺本堂に土砂が流入）

【丹波市市島町乙河内１】
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保全対象被災状況（山腹崩壊により土砂・流木が流出し車庫が半壊）

保全対象被災状況（車庫内に土砂が流入）

山腹荒廃状況（土石流の発生源となった頂部崩壊地）

渓流荒廃状況（山腹崩壊に伴い谷筋の土砂・立木が流出）
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被災状況（全景）

保全対象被災状況（人家へ土砂・流木が流出）

保全対象被災状況（人家に土砂・流木が直撃）

渓流荒廃状況（谷筋に土砂・流木が堆積）

【丹波市市島町乙河内２】
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被災状況（全景）

保全対象被災状況（人家へ土砂が流出）

保全対象被災状況（人家裏山から土砂が流出　水路が埋まる）

保全対象被災状況（倉庫へ土砂が流出）

【丹波市市島町下鴨阪（上ノ山）】
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山腹荒廃状況（山腹崩壊に伴い土砂・立木が流出）

渓流荒廃状況（渓流の浸食により土砂・流木が堆積）

被災状況（全景）

保全対象被災状況（人家及び市道「谷上大杉線」へ土砂が流出）

【丹波市市島町徳尾】
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保全対象被災状況（人家に土砂・流木が直撃）

山腹崩壊状況（谷頭（０次谷）付近の崩積土砂が流出）

渓流荒廃状況（山腹崩壊に伴い谷筋の土砂・立木が流出）

渓流荒廃状況（渓流が浸食され谷筋の土砂・立木が流出）
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被災状況（航空写真）
【丹波市市島町上鴨阪（荒谷）】

保全対象被災状況（崩壊土砂が河道を閉塞し県道「沼市島線」山田橋付近に土砂が溢れた）

保全対象被災状況（市道「鴨阪峠線」へ土砂が流出）

渓流荒廃状況（渓流内に流木と不安定土砂が堆積）

 

山腹崩壊

土砂流出
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山腹崩壊状況（流れ盤の岩盤崩壊（深層崩壊）が発生）　幅 150 ｍ 長さ 100 ｍ
【丹波市氷上町香良】

滑落崖の状況（幅 120 ｍ　落差 50 ｍ）

被災状況（全景）

山腹崩壊状況（山腹崩壊に伴い谷筋の土砂 ･立木が流出）
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渓流荒廃状況（山腹崩壊により流木・不安定土砂が堆積）

渓流荒廃状況（山腹崩壊により流木・不安定土砂が堆積）

渓流荒廃状況（土石流の流走区間）

渓流荒廃状況（渓流に流木が堆積）
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被災状況（林道に流木が流出）

渓流撤去準備状況（二次流出防止のための撤去に向けた玉切り実施後）

被災状況（林道に土砂が流出）

被災状況（林道に土砂・流木が流出）

　森林の適正管理に不可欠な林道について、丹波市が管理する森林管理道で路体流出や
法面崩壊など約１億円の被害が発生した。

５．林道施設災害の発生状況

【荒谷線（丹波市市島町）】

【宿線（丹波市市島町）】
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被災状況（路肩が崩壊） 被災状況（路肩が崩壊）

【相原線（丹波市市島町）】
被災状況（路肩が崩壊） 被災状況（路肩が崩壊）

【二股倉線（丹波市市島町）】 【上道線（丹波市青垣町）】
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山地災害復旧の取り組みⅢ．

　災害発生直後から、丹波農林振興事務所の職員を始め、県下各地から駆けつけた応援
職員も加わり災害発生状況の調査を実施した。さらに、沖村神戸大学名誉教授、林野庁、
県治山林道協会、TEC-FORCE など山地防災専門家による現地調査を踏まえ、二次災
害対策等検討した。
　現地検討の結果、応急対策として乙河内地区など二次災害の恐れのある３箇所におい
て、人家などに近接した治山ダムに異常堆積した土砂・流木の撤去を実施した。また、
市が行う人家裏に異常堆積した崩壊土砂・流木の除去等の応急対策を支援した（注１）。
　注１：崩壊土砂等緊急除去対策事業
　　　　　治山事業の施工に先行して、丹波市が実施する崩壊土砂の除去、土砂流出防
　　　　止施設の設置に対して助成を行う。
　　　　　林道については、相原線の橋台が洗掘されたため、丹波市が大型土のうを設
　　　　置し保護した。

１．治山・林道施設等の応急対策の取り組み

撤去後（床固工）

堆積土砂・流木　撤去前（床固工）
【丹波市市島町乙河内１】

堆積土砂・流木　撤去前（水路） 

撤去後（水路）

【丹波市市島町乙河内１】

・治山ダムに異常堆積した崩壊土砂・流木の撤去等の応急対策
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堆積土砂・流木　撤去前（谷止工）

堆積土砂・流木　撤去後（谷止工）

【丹波市市島町中竹田（大谷３）】

上流側 下流側

堆積土砂　撤去前（谷止工）

堆積土砂　撤去後（谷止工）

【丹波市市島町中竹田（大谷３）】
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応急対策前

応急対策後（崩壊土砂・流木の撤去、大型土のう設置）

【丹波市市島町中竹田（岩倉）】
・崩壊土砂等緊急除去対策事業

公民館

応急対策前

応急対策後（崩壊土砂・流木の撤去）

【丹波市市島町上竹田（浄光庵）】
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応急対策前

応急対策後（崩壊土砂の撤去）

【丹波市市島町上竹田（浄光庵）】十方寺
応急対策前

応急対策後（崩壊土砂・流木の撤去）

【丹波市市島町上竹田（浄光庵）】
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応急対策前

応急対策後（大型土のうによる林道橋台の保護）

【林道相原線（丹波市市島町）】 ２．復旧・復興に向けて～平成26年 8月豪雨災害の復旧・復興計画～

今回の災害をうけ、県では、平成２６年９月１日付けで本庁に「災害復興室」を、丹波
県民局に「丹波地域災害復興室」を設置し、丹波市との連携・調整のもと、被災原因の把
握を行い、今回の災害から得た教訓を踏まえ、再度災害防止対策を計画的かつ効率的に推
進するため「平成２６年８月豪雨災害の復旧・復興計画」を取りまとめた。

（１）基本方針
今回の災害では、人や家、森林、河川、道路、農地などへの複合的な被害が発生した。
多くの土砂流出が発生し、山裾の住宅に被害を与えるとともに、土砂が河川を埋塞した
ことから、集落・農地に浸水が広がるなど連鎖的に被害が拡大した。
このような今回の災害の特徴を踏まえ、住民への安全・安心を確保するため、土砂や流
木の流出を防ぐ治山ダムや砂防えん堤の整備、河川の改良復旧など、県市が連携して再度
災害防止対策に取り組む。
また、地域生活・社会経済活動の早期回復を目指し、広域幹線道路である国道 175 号
八日市橋の架け替えなど災害復旧を急ぐ。

＜今回の災害の特徴＞
① 山腹の崩壊により大量の土砂・流木が流出し、山裾の住宅が被災
② 土砂・流木が河川に堆積し、埋塞したため、溢水により下流部の家屋や農地等が
　 広範囲にわたり被災
③ 河川の流下能力不足等により河岸が浸食され、道路や周辺農地等も大きく被災

（２）復旧復興の全体概要

29 ( 12 17 ) 27  
175 27  

 
72 ( 43 29 )  
( 40 27 ) 27  

( ) 28  
( ) 30  
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・林道施設応急対策
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（３）復旧・復興に向けた重点対策
　今回の災害の特徴を踏まえ、特に土砂・流木の流出防止など、以下の５項目の重点対
策に取り組む。

　① 土砂・流木の流出防止（治山ダム、砂防えん堤等の重点整備）
　② 危険木処理対策及び災害緩衝林の造成（災害に強い森づくり等）
　③ 住宅の復旧・復興（市による山裾の新たな住まい方の検討等）
　④ 農地の復旧・復興（流出土砂の活用等）
　⑤ 甚大な被害のあった４地区を重点地区に設定
　  （道路、河川、治山・砂防、農地等を一体的に復旧・復興）
※重点地区：前山地区、竹田地区、美和地区、幸世地区

（４）山地災害復旧対策
　○治山事業
　　整備内容：治山ダム31箇所、山腹工37箇所
　　整備期間：H26～H28

これまでの取り組みの成果Ⅳ．

平成 26 年の豪雨災害により多くの山腹崩壊、土石流が発生したが、従来より整備を進
めてきた治山ダム等が土砂・流木を食い止め、下流への被害を軽減した例も多く見られた。
六甲山系では約 1,600 基もの治山ダムが整備されてきたが、神戸市北区有馬町などで治
山ダムが土砂の流出を防いだ。
さらに、県下全域において平成 21 年災害を教訓に「山地防災・土砂災害対策緊急 5箇
年計画」に基づき、25 年度までの 5年間で 762 基の治山ダムが整備された。丹波市内に
おいても、土石流発生のおそれがある崩壊土砂危険地区が約 270 地区あり、このうち、約
190 地区に治山ダムが設置されている。
今回の災害で被害の大きかった重点地区（前山地区、竹田地区、美和地区、幸世地区）では、

2箇所の治山ダムが流下してきた土砂や流木を捕捉したことにより、下流の人家（約 70 戸）
への被害を軽減する効果を発揮した。

【神戸市北区有馬町大屋敷】

【神戸市北区有野町東ヶ辻】

１．被害を軽減した治山施設

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
( )  

13 26  
13 27  

28  
 

 



62 63

治山ダムが土砂・流木を捕捉した流域

土砂・流木等を捕捉した治山ダム
災害発生前

災害発生後（約 2,000㎥の土砂を捕捉）

【丹波市市島町中竹田（大谷1）】
治山施設が土砂の流出を抑制

治山ダムが流木・土砂の流出を抑止

【丹波市氷上町賀茂】

【丹波市氷上町市辺】
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その他Ⅴ．

１．新聞記事
【台風第11号】

平成 26年 8月 11日（月）神戸新聞

平成 26年 8月 18日（月）神戸新聞

平成 26年 8月 18日（月）　神戸新聞

平成 26年 8月 18日（月）  神戸新聞

【平成26年8月15日から8月17日にかけての大雨】
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平成 27年 7月 31 日（金）神戸新聞平成 26年 9月 21 日（土）丹波新聞

平成 26年 8月 25日（月）神戸新聞

平成 26年 9月 6日（土）神戸新聞

平成 26年 9月 7日（日）丹波新聞
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2．災害復旧担当職員一覧表

（1）被害の多かった事務所職員（林学職）

（2）山地災害にかかる応援職員 （3）林道施設災害にかかる応援職員



平成 21 年 8 月に、佐用町や宍粟市、朝来市を中心に土砂や流木により大きな被
害をもたらした台風第 9号災害を教訓として、兵庫県では「山地防災・土砂災害対
策緊急 5箇年計画」（平成 21 年度～ 25 年度）を策定されました。計画終了後にお
きましても、依然として未整備の危険箇所が存在することから平成 25 年度に「第
2次山地防災・土砂災害対策５箇年計画」（平成 26 年度～ 30 年度）を策定し、そ
の後、平成 26 年 8 月の豪雨災害発生時に治山ダムが集落等下流への被害を軽減す
る効果を発揮したことから、整備箇所の前倒しや追加をするなど、本計画の拡充に
も着手されました。
拡充の内容は、治山事業箇所数が 480 箇所から 580 箇所、緊急防災林箇所数が
88 箇所から 165 箇所、砂防事業等箇所数を含め、合計が 1,053 箇所となり、非常に
充実した計画となっています。
本計画が着実に推進され、治山ダム等のハード対策が充実することが、山地災害
の予防につながることは自明のことですが、近年、全国的に頻発するゲリラ豪雨に
よる災害に対処するには、ハード対策だけでは十分でないのが現状です。山地災害
の仕組みや、恐ろしさ、発生の予兆や発生時の対応策等を県民の皆様に理解してい
ただくこと等ソフト対策が大切です。
当協会におきましても、これまで作成してきた土石流実験装置、降雨体験装置、
3次元立体映像装置等を活用し、さまざまな減災対策を実施していますが、このた
び作成しました「2014 年 8 月豪雨災害　山地災害の記録」も、災害の状況を記録
するだけでなく、広く県民のみなさんに災害の状況を認識していただき、災害が発
生したときの対応を常日頃から持っていただく一助となれば幸いです。
今後とも、当協会におきましては、微力ながら山地災害における減災対策を進め、
地域の防災力の向上に努めたいと考えています。
このたびの発刊に当たり、県治山課、関係市町のみなさまをはじめ、多くの方か
ら資料を提供していただくとともに、ご助言を賜りましたことにお礼申し上げます。

平成 27 年 8 月
一般社団法人　兵庫県治山林道協会

常務理事　　前田  康宏

編　集　後　記

山地災害の記録
2014年8月豪雨災害
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