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★長ぐつはキケン ★かさは役立ちません
それでも水害はおきる
かもしれません。

もしもの時にそなえておこう！

まちに水が
あふれだしてるよ!！

× ×

土木の力
水害は、水によってひきおこされる災害のことです。大雨になると水があふれ
だし、家や道路が水に浸かってしまいます。そんな危険から、わたしたちの安
全を守るためにどんな工夫がされているのでしょうか？

3

水害のおそろしさ
2011年７月27日から30日にかけて、新潟県
の広いはんいを集中豪雨がおそい、各地で死者・
行方不明者５名、住家の被害は9,549棟という大
きな水害がおきました。
多くの家が泥水につかり、がけくずれも多く発
生しました。

川の工事によりこわれたところ
がなおった五十嵐川

水
害
か
ら
新
潟
を
守
る
！

3

川の水があふれそうなときは…
　いちど川の水があふれてしまうと、止めるのは困難です。危険な状
態になる前に、水があふれないように土のうを積むなどの水防活動を
行います。
　水があふれる前に避難や水防活動ができるよう、川の情報をさま
ざまなかたちでみなさんに届けています。

❶インターネット（新潟県河川防災情報システム）

水防活動の様子（三条市五十嵐川）

災害からくらしを守る 第1章

第1章

新潟福島豪雨
にい　がた　ふく　しま　ごう　  う

この水位（川を流れる水の
　高さ ) なら大丈夫だね。

　川が広くなって、
水がたくさん流れるね。

　水害からくらしを守るために、わたしたちの身近な
川では土木の技術を使ったいろいろな工夫がされて
います。その代表的な土木の仕事を紹介します。

　新しく水路をつくり、河川の
水を分けて流すことで､もと
の河川（本川）から水があふれ
るのを防ぎます。

市街地

本川

放水路

し がい ち

ほう すい ろ

ほんせん

福島潟放水路（新潟市北区）

避難の時の

注意点

福島潟 本川

市街地

ふくしまがた
ほんせん

しがいち
放
水
路

ほ
う
す
い
ろ

ふくしまがたほうすいろ　にいがたし きた く

ちゅういてん

ひなん

水害から新潟を守る！

なぜ水害はおきるの？なぜ水害はおきるの？

新潟県の主な川の水位や雨量は

■ 川から水があふれないようにする工夫
川の幅を広げる

川の底を深くする

放 水 路
ほう　 すい　　 ろ

放 水 路
ほう　 すい　　 ろ

　河川の水の一部をいったんた
めることで､下流の河川から水が
あふれるのを防ぎます。

遊 水 地
ゆう　 すい　　 ち

　上流にダムをつくり､水をいったん
ため、少しずつ流すことで､下流の河川
から水があふれるのを防ぎます。

ダ ム遊 水 地
ゆう　 すい　　 ち

ダ ム

もし
遊水地がなかったら…

もし
ダムがなかったら…

水が入ると重くて動けないよ

いからし　がわ

たくさんの雨が降る

川の水が増える
ふ

川から水があふれる 水害がおこる
すいがい

川の水が増える
ふ

ふ

川から水があふれる 水害がおこる
すいがい

堤防を高くする

パソコン用

携帯電話用（スマホ版）

携帯電話用（フィーチャーフォン用）

http://doboku-bousai.pref.niigata.jp/kasen/

http://doboku-bousai.pref.niigata.jp/kasen_s/

http://doboku-bousai.pref.niigata.jp/kasen_m/

などで見ることができます。 QRコード（スマホ版）

川 の 工 事川 の 工 事

ふ
たくさんの雨が降る

●❷

●❶

く　ふう

はば ていぼう

にいがたふくしま

 ごう う

写真提供：国土交通省

❷NHKの地上デジタルデータ放送
パソコンでもスマホでも
家の近くの川の水位が

どうなっているのか見てみよう

新潟福島
豪雨の
発生直後

すいがい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 さいがい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 き　けん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 く ふう

すいぼうかつどう　 ようす　さんじょうし いからし がわ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 こんなん　　　　　　き　けん　　じょう

たい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ど　　　　　　 つ　　　　　　　　 すい ぼうかつどう　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ひ なん　　 すいぼう かつどう　　　　　　　　　　　　　　　　　じょうほう

　　 すい がい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　 ぎじゅつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　ふう　

　　　　　　　　　　　 だいひょうてき　　　　　　　　　　　　　　しょうかい

　　　　　　　　すい ろ　　 　　　　　　　か せん

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　か せん　ほん せん

　　　　　　ふせ

　　　か せん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　か せん

　　　　　　　　　　　　 ふせ

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 か せん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふせ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

にいがたけんかせんぼうさいじょうほう

けいたいでん わ ばん

ばん

けいたいでん わ

にいがたけん すいい うりょう

　水を分けたり、
ためたりすることで
一気にあふれるのを
防いでいるんだね！

ゆうすいち

両手を空けておこう！
あ

す　い が　い

すい　　がい

すい　がい

しゅうちゅうごう  う し  しゃ

ゆく  え    ふ  めい しゃ じゅう か

すいがい

どろみず

ひ  がい むね

すい い
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＝

を
超える時も！
40km40km時速

危険な場所や避難する方法を
「ハザードマップ」　　　　　　　
で確認しよう！　　　　　　

早めの避難ができるように、
日頃から準備をしておく
ことが大切なんだよ。

P.13

砂防えん堤が
ぼくたちの命を守って
くれているんだね！

土砂災害にそなえる技術
新潟県には山やがけが多く、たくさんの人が土砂災害のおそれがある地域で
生活しています。土砂災害から人や建物などを守るため、国や県、市町村が
いろいろな取り組みをしています。

4 土砂災害から新潟を守る！

おそろしい土砂災害がおこす被害
　土砂災害は、大雨や地震で
くずれた土砂がわたしたちの
まちをおそう、おそろしい災害
です。土砂は建物を壊すほど
の破壊力があり、人がまきこま
れたら命をおとしかねません。
大雨が続くようなときは早め
の避難を心がけましょう。2011年７月の豪雨で発生した土砂災害（三条市牛野尾）

庭月一砂防えん堤（三条市庭月）

水抜ボーリング工（妙高市猪野山）

のり枠工（柏崎市青海川）

土
砂
災
害
か
ら
新
潟
を
守
る
！

4

2004年7月

長岡市中永

災害からくらしを守る 第1章

第1章

土砂って
こわいんだね。

危ない時は
どうやって避難
したらいいの？

水への対策が
大切なんだね！

　土砂災害がおこらないように、またはおこっても被害が大きくならないように、
いろいろな施設をつくり、土砂災害からわたしたちの生活を守っています。

さまざまな危険

　土石流は、山腹や川底にある石や土砂が、大雨な
どによって一気に下流へ押し流されておこります。

さまざまな危険
き　　けん

　　　ど せきりゅう　   さん ぷく　  かわぞこ　　　　　　　　　 ど しゃ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お

2012年３月

上越市板倉区国川

　地すべりは、雨や雪解け水によって斜面がゆっくりくずれておこり
ます。大雨や地震の時には一気に地面がくずれることもあります。

　　　じ　　　　　　　　　　　　　 ゆき ど　　　　　　　　　　　　 しゃ めん

　　　　　　　　　　　　じ しん　　　　　　　　　　　　

2004年7月

長岡市寺泊

ながおかしちゅうえい

じょうえつ し いたくら く こくがわ

ながおかしてらどまり

　がけくずれは、大雨や地震などの影響によって、
急な斜面がとつぜんくずれ落ちておこります。

　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 じ しん　　　　　　えいきょう

　　　　 しゃめん　　　　　　　　　　

　砂防えん堤は、土石流を受けとめたり、大雨が
降った時などに上流から流れてくる土砂を一時的
にためて、そのあと何年もかけて少しずつ下流に
流したりする働きをしています。

土砂を受けとめる「砂防えん堤」
ど　 しゃ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さ　 ぼう　　　　　　　てい

　　　さ ぼう　　　　 てい　　　　ど せきりゅう

　ふ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ど しゃ　　 いち じ てき

　　　　　　　　　　　 はたら

　のり枠工は、くずれそうな土砂を取り除いた斜面
を、コンクリートなどを使った枠でおさえて強くしま
す。その枠内を植物でおおって、斜面を雨や風の力か
ら守ります。

がけ崩れを防ぐ「のり枠工」
　　　　　　 わく こう　　　　　      　　　　　　　　　 ど　しゃ　　　　　　 のぞ　　　　 しゃ めん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 わく

　　　　　　　　わく ない　　　　　　　　　　　　　　　　　 しゃ めん

　地すべりの原因は地面の中にある水です。水路を
つくって水を地面の中に入りにくくしたり、横穴を掘っ
て地面の中にある水をぬいたりして、地面が動かない
ようにしています。

地すべりを防ぐ「地すべり対策工」
じ じ

　　　じ　　　　　　　　　げんいん　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よこ あな　　 ほ

　土砂災害はわたしたちの予測を大きく超える規模でお
こることがあり、施設があるからといって絶対に安全とは言
えません。土砂災害はとつぜんおそってくることも多く、お
こる前に早めの避難をすることが大切です。

　　　ど　しゃさいがい　　　　　　　　　　　　　 よ そく　　　　　　　　こ　　　　　き　ぼ

　　　　　　　　　　　　　　 し せつ　　　　　　　　　　　　　　　　 ぜったい

　　　　　　　　　 ど しゃさいがい　

　　　　　　　　　　　　　　ひ なん

土砂を受けとめる「砂防えん堤」
ど　 しゃ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さ　 ぼう　　　　　　　てい

がけ崩れを防ぐ「のり枠工」
わく　こう

地すべりを防ぐ「地すべり対策工」
じ ふせ じ たい　さく　 こう

土石流
ど　 せき りゅう

地すべり
じ

がけくずれ
たい　さく　 こう

くず ふせ

ふせ

ど　　 しゃ　　 さい　　がい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ぎ　　じゅつ

ど　　 しゃ　　 さい　　がい ひ　　 がい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ど しゃ さい がい　　　　　　　　　　　　　　 ち いき　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　ど しゃさい がい　　　　　　　　たてもの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 しちょうそん

ごう う　　　　　　　　　どしゃさいがい さんじょうし うし の   お

にわつきいち さ ぼう てい さんじょうし にわつき

みょうこうし い の やまみずぬき

わくこう　かしわざきしおうみがわ

　　　ど しゃ さい がい　　　　　　　　　　じ しん

      　　　　　　　ど しゃ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 さいがい

　　　　　　 ど しゃ　　たて もの　　 こわ

　　　は かいりょく

　　　　　　　つづ

　　　ひ なん

　　　ど　しゃ さいがい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひ がい

　　　　　　　　　　　し せつ　　　　　　　　　ど しゃさい がい

ど し　ゃ さ　い が　い

土砂災害にそなえる
　施設があれば安全なの？

ど 　 　しゃ 　 さい 　 が い 　 　 　

こ

し 　 　せ つ
土砂災害にそなえる
　施設があれば安全なの？

危険から
身を守ろう
き　けん
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くれているんだね！

土砂災害にそなえる技術
新潟県には山やがけが多く、たくさんの人が土砂災害のおそれがある地域で
生活しています。土砂災害から人や建物などを守るため、国や県、市町村が
いろいろな取り組みをしています。

4 土砂災害から新潟を守る！

おそろしい土砂災害がおこす被害
　土砂災害は、大雨や地震で
くずれた土砂がわたしたちの
まちをおそう、おそろしい災害
です。土砂は建物を壊すほど
の破壊力があり、人がまきこま
れたら命をおとしかねません。
大雨が続くようなときは早め
の避難を心がけましょう。2011年７月の豪雨で発生した土砂災害（三条市牛野尾）

庭月一砂防えん堤（三条市庭月）

水抜ボーリング工（妙高市猪野山）

のり枠工（柏崎市青海川）

土
砂
災
害
か
ら
新
潟
を
守
る
！

4

2004年7月

長岡市中永

災 害からくらしを守る 第1章

第1章

土砂って
こわいんだね。

危ない時は
どうやって避難
したらいいの？

水への対策が
大切なんだね！

　土砂災害がおこらないように、またはおこっても被害が大きくならないように、
いろいろな施設をつくり、土砂災害からわたしたちの生活を守っています。

さまざまな危険

　土石流は、山腹や川底にある石や土砂が、大雨な
どによって一気に下流へ押し流されておこります。

さまざまな危険
き　　けん

　　　ど せきりゅう　   さん ぷく　  かわぞこ　　　　　　　　　 ど しゃ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お

2012年３月

上越市板倉区国川

　地すべりは、雨や雪解け水によって斜面がゆっくりくずれておこり
ます。大雨や地震の時には一気に地面がくずれることもあります。

　　　じ　　　　　　　　　　　　　 ゆき ど　　　　　　　　　　　　 しゃ めん

　　　　　　　　　　　　じ しん　　　　　　　　　　　　

2004年7月

長岡市寺泊

ながおかしちゅうえい

じょうえつ し いたくら く こくがわ

ながおかしてらどまり

　がけくずれは、大雨や地震などの影響によって、
急な斜面がとつぜんくずれ落ちておこります。

　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 じ しん　　　　　　えいきょう

　　　　 しゃめん　　　　　　　　　　

　砂防えん堤は、土石流を受けとめたり、大雨が
降った時などに上流から流れてくる土砂を一時的
にためて、そのあと何年もかけて少しずつ下流に
流したりする働きをしています。

土砂を受けとめる「砂防えん堤」
ど　 しゃ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さ　 ぼう　　　　　　　てい

　　　さ ぼう　　　　 てい　　　　ど せきりゅう

　ふ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ど しゃ　　 いち じ てき

　　　　　　　　　　　 はたら

　のり枠工は、くずれそうな土砂を取り除いた斜面
を、コンクリートなどを使った枠でおさえて強くしま
す。その枠内を植物でおおって、斜面を雨や風の力か
ら守ります。

がけ崩れを防ぐ「のり枠工」
　　　　　　 わく こう　　　　　      　　　　　　　　　 ど　しゃ　　　　　　 のぞ　　　　 しゃ めん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 わく

　　　　　　　　わく ない　　　　　　　　　　　　　　　　　 しゃ めん

　地すべりの原因は地面の中にある水です。水路を
つくって水を地面の中に入りにくくしたり、横穴を掘っ
て地面の中にある水をぬいたりして、地面が動かない
ようにしています。

地すべりを防ぐ「地すべり対策工」
じ じ

　　　じ　　　　　　　　　げんいん　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よこ あな　　 ほ

　土砂災害はわたしたちの予測を大きく超える規模でお
こることがあり、施設があるからといって絶対に安全とは言
えません。土砂災害はとつぜんおそってくることも多く、お
こる前に早めの避難をすることが大切です。

　　　ど　しゃさいがい　　　　　　　　　　　　　 よ そく　　　　　　　　こ　　　　　き　ぼ

　　　　　　　　　　　　　　 し せつ　　　　　　　　　　　　　　　　 ぜったい

　　　　　　　　　 ど しゃさいがい　

　　　　　　　　　　　　　　ひ なん

土砂を受けとめる「砂防えん堤」
ど　 しゃ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さ　 ぼう　　　　　　　てい

がけ崩れを防ぐ「のり枠工」
わく　こう

地すべりを防ぐ「地すべり対策工」
じ ふせ じ たい　さく　 こう

土石流
ど　 せき りゅう

地すべり
じ

がけくずれ
たい　さく　 こう

くず ふせ

ふせ

ど　　 しゃ　　 さい　　がい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ぎ　　じゅつ

ど　　 しゃ　　 さい　　がい ひ　　 がい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ど しゃ さい がい　　　　　　　　　　　　　　 ち いき　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　ど しゃさい がい　　　　　　　　たてもの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 しちょうそん

ごう う　　　　　　　　　どしゃさいがい さんじょうし うし の   お

にわつきいち さ ぼう てい さんじょうし にわつき

みょうこうし い の やまみずぬき

わくこう　かしわざきしおうみがわ

　　　ど しゃ さい がい　　　　　　　　　　じ しん

      　　　　　　　ど しゃ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 さいがい

　　　　　　 ど しゃ　　たて もの　　 こわ

　　　は かいりょく

　　　　　　　つづ

　　　ひ なん

　　　ど　しゃ さいがい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひ がい

　　　　　　　　　　　し せつ　　　　　　　　　ど しゃさい がい

ど し　ゃ さ　い が　い

土砂災害にそなえる
　施設があれば安全なの？

ど 　 　しゃ 　 さい 　 が い 　 　 　

こ

し 　 　せ つ
土砂災害にそなえる
　施設があれば安全なの？

危険から
身を守ろう
き　けん
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見つけたら
絶対に近づいちゃ
ダメだよ。

新潟が赤い（雪が多い）
ことがわかるね。　　

いろいろな方法で
雪からみんなのくらしを
守っているんだよ！

雪崩を防ぐために雪崩を防ぐために
ふせな　だ　れ

雪崩の危険雪崩の危険
き　　けんな　だ　れ

新潟は全国有数の豪雪地であり、雪によって人や車の生活や移
動が困難になることがあります。ここでは雪に対するさまざま
な取り組みを紹介します。

5

雪と新潟
　世界で雪が多く降るところはどこでしょう。北極や
南極は緯度が高くて寒いのですが、雪の降る量は日
本に比べ少ないのです。
　反対に、日本は緯度や標高も低いのですが、世界的
に見ても雪の量は多く、雪の多い日本海側には2,500
万人の人が住んでいます。このように多くの人が住ん
でいる地域にたくさんの雪が降るところは、世界中を
見てもほかにありません。

表層雪崩は、新しく積もった雪の上の層が、
下の層の雪を残したまますべり落ちてくる雪崩です。

全層雪崩は、斜面に積もった雪が全てすべり
落ちてくる雪崩で、斜面の土砂を巻き込むこともあります。

冬、日本海側に雪の降るわけ

はり出した部分が、雪のかたまりとなって斜面
に落ち、雪崩につながる危険があります。

積もった雪がゆるみ、少しずつ動き出そうとして
いる状態。全層雪崩がおこる危険があります。

雪
か
ら
新
潟
を
守
る
！

5

雪とくらすための土木
　雪に負けない生活を守るために、新潟県では除雪事業に
より、冬期間の道路交通に影響が出ないように対応してい
ます。
　除雪作業には、除雪車による機械除雪や消雪パイプに
よって雪を溶かしたり、雪崩や落雪を未然に防ぐ雪庇落とし
などの作業があります。

　雪崩は時に、道路をふさいだり建物を壊したりする
ほどの力があります。1986年に糸魚川市柵口地区で
発生した雪崩災害では、13人が犠牲となりました。

　雪崩は、山の斜面に積もった雪が急に
くずれ落ちる、とても危険な現象です。
雪が多い新潟では、毎年、雪崩がおこっ
ています。

災害からくらしを守る 第1章

第1章

道幅がせまく雪の行き場がない
道路などでは、地下水を利用して
雪を溶かします。

みちはば　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 り　よう

　　　　 と

暖かい海水の上を冷
たい空気が流れると、
水面から空気に水蒸
気が供給される。

あたた

　　　　　　　　　　　　　　 すいじょう

　き　　 きょうきゅう

冬の季節風によって大陸の上空の寒気が日本海上を
通って日本海側に雪を降らせます。

　　　　　き　せつ ふう　　　　　　　　たい りく　　　　　　　　　かん き

　　　　　　　　　　　　がわ　　　　　　ふ

空気は100m上昇するごとに
約0.6℃ずつ温度が下がる。山
脈にそって上昇するとき、水蒸
気を含んだ空気は冷やされ、
雪雲をつくり雪を降らす。

　　　　　　　　　　　　じょうしょう　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 さん

みゃく　　　　　　　じょうしょう　　　　　　　　すいじょう

　き　　　ふく　　　　　　　　　　　 ひ　

ゆきぐも　　　　　　　　　　　 ふ

気候によって雪崩の
種類がちがうんだね。

新潟は
雪が多いんだね！

　雪崩を防ぐために多く利用されている施設の一つ
に、雪崩予防柵があります。これは、道路や民家に被害
が出ないようにするための施設です。

雪から新潟を守る！

表層雪崩
ひょう そう　 な だ れ

全層雪崩
ぜん　そう　 な だ れ

雪崩って
 なに？

な だ れ

表層雪崩 全層雪崩表層雪崩 全層雪崩

なだれ 　 よ　ぼう　さく こう か

■ 雪崩予防柵の効果

なだれ 　 よ　ぼう　さく

■ 雪崩予防柵

じょうきょう ちゅう い

■ こんな状況に注意！ クラック
（割れ目）

雪庇
せっぴ

消雪パイプ
しょうせつ

橋の上や山の斜面にたまった雪を
機械や人の力で落として、人や車
に当たらないようにしています。

　　　　　　　　　　　 しゃ めん　

　き　かい

雪庇落とし
せっぴ　お

地下水

深夜１：００～深夜２：００　パトロール
早朝３：００～早朝６：００　除雪ドーザでの除雪
午前９：００～午後３：００　ロータリ除雪車での除雪

じょせつそうちょう そうちょう

しんや しんや

じょせつ

じょせつしゃご ぜん ご　ご じょせつ

じょ せつ さ ぎょう

ある除 雪 作 業 の 一 日

みんなが眠っている時間
から一日中、お仕事して
　　　いるんだね！

わ

　　　　　　　　　　　　　　　　 ごうせつ ち　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い

どう　　 こんなん　

　　　　　　　　　　　　しょうかい

2018年2月10日の積雪深の分布（新潟大学資料）▼
　　　　　　　　　　　　 せきせつしん　ぶんぷ

2006年度全国積雪深
トップ10
▼

　　　　　　　　　　せきせつしん

　　　　　　　　　　　　　　　　　 ふ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほっきょく　　　　　　　　

なんきょく　　 い　ど　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふ　　 りょう　

　　　　 くら

　　　　　　　　　　　　　　　　 い　ど　　 ひょうこう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 てき　

　　　　　　　　　　　　りょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 がわ

　　　　　　　ち　いき　　　　　　　　　　　　　　　　 ふ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 じょせつ　じぎょう

　　　　　 とう き　かん　　　　　　　　　　　　　えいきょう　　　　　　　　　　　　　　たい おう　

　　 じょせつ さ ぎょう　　　　　 じょせつ しゃ　　　　　　　き かい じょせつ　　 しょうせつ　

　　　　　　　　　　 と　　　　　　　　　 なだれ 　　 らくせつ　　 み ぜん　　ふせ　　せっ　ぴ お

ひょうそうなだれ　　　　　　　 つ　　　　　　　　　　　　そう　

　　　 そう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なだれ

ぜんそうなだれ　　　しゃめん　　つ　

　　　 　　　　　なだれ　　　しゃめん　　ど しゃ　　ま

急な
気温上昇に

注意！

き おんじょうしょう

ちゅうい

急な積雪に
注意！

せきせつ

ちゅうい

                       がわ　　　　　 ふ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 しゃめん　

　　　　　　なだれ　　　　　　　　　き けん

つ　

　　　じょうたい　ぜんそうなだれ　　　　　　　き けん

2018年２月28日　村上市山熊田
むらかみし やまくま だ

冷たく乾いた季節風
　　　　　かわ　　　きせつふう

水蒸気
すいじょうき

日本海側
がわ

太平洋側
がわ

斜面

積雪
せきせつ

しゃめん

斜面
しゃめん

なだれ層
そう

積雪
せきせつ

なだれ層
そう

対馬海流（暖流）
つしまかいりゅうだんりゅう

▲県道が雪崩によって、一時通行止めになりました。
なだれ

脊
梁
山
脈

せ
き
り
ょ
う
さ
ん
み
ゃ
く

シ
ベ
リ
ア
大
陸
た
い
り
く

日本海 太平洋

乾燥した空気
かんそう

水蒸気を含んだ空気
すいじょうき　 ふく

　　　なだれ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 たてもの　　 こわ　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いとい が わ し　ませ ぐち　

　　　　　　　　　なだれ さいがい　　　　　　　　　　　　 ぎ せい

　　　　　　　　　　　　　　 なだれ　　　　　　　 しゃ めん　　 つ　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 き けん　　 げんしょう　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 なだれ

　　　なだれ 　　 ふせ　　　　　　　　　　　　　り　よう　　　　　　　　　　　し せつ　

　　　　なだれ よ ぼう さく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 みん か　　　ひ がい　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 し せつ

雪崩予防柵がある斜面
なだれ よぼうさく　　　　 しゃめん

雪崩予防柵で
雪が受け止め
られている

なだれ よぼうさく

雪崩予防柵がない斜面
なだれ よぼうさく　　　　 しゃめん

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

地区名
青森県
新潟県
山形県
新潟県
新潟県
長野県
新潟県
山形県
新潟県
新潟県

地点名
酸ケ湯
津南
肘折
湯沢
関山
野沢温泉
入広瀬
大井沢
十日町
小出

積雪深
453
416
379
358
356
343
339
324
323
302

時速40～
80km!時速100

～200km
!

11 12



見つけたら
絶対に近づいちゃ
ダメだよ。

新潟が赤い（雪が多い）
ことがわかるね。　　

いろいろな方法で
雪からみんなのくらしを
守っているんだよ！

雪崩を防ぐために雪崩を防ぐために
ふせな　だ　れ

雪崩の危険雪崩の危険
き　　けんな　だ　れ

新潟は全国有数の豪雪地であり、雪によって人や車の生活や移
動が困難になることがあります。ここでは雪に対するさまざま
な取り組みを紹介します。

5

雪と新潟
　世界で雪が多く降るところはどこでしょう。北極や
南極は緯度が高くて寒いのですが、雪の降る量は日
本に比べ少ないのです。
　反対に、日本は緯度や標高も低いのですが、世界的
に見ても雪の量は多く、雪の多い日本海側には2,500
万人の人が住んでいます。このように多くの人が住ん
でいる地域にたくさんの雪が降るところは、世界中を
見てもほかにありません。

表層雪崩は、新しく積もった雪の上の層が、
下の層の雪を残したまますべり落ちてくる雪崩です。

全層雪崩は、斜面に積もった雪が全てすべり
落ちてくる雪崩で、斜面の土砂を巻き込むこともあります。

冬、日本海側に雪の降るわけ

はり出した部分が、雪のかたまりとなって斜面
に落ち、雪崩につながる危険があります。

積もった雪がゆるみ、少しずつ動き出そうとして
いる状態。全層雪崩がおこる危険があります。

雪
か
ら
新
潟
を
守
る
！

5

雪とくらすための土木
　雪に負けない生活を守るために、新潟県では除雪事業に
より、冬期間の道路交通に影響が出ないように対応してい
ます。
　除雪作業には、除雪車による機械除雪や消雪パイプに
よって雪を溶かしたり、雪崩や落雪を未然に防ぐ雪庇落とし
などの作業があります。

　雪崩は時に、道路をふさいだり建物を壊したりする
ほどの力があります。1986年に糸魚川市柵口地区で
発生した雪崩災害では、13人が犠牲となりました。

　雪崩は、山の斜面に積もった雪が急に
くずれ落ちる、とても危険な現象です。
雪が多い新潟では、毎年、雪崩がおこっ
ています。

災 害からくらしを守る 第1章

第1章

道幅がせまく雪の行き場がない
道路などでは、地下水を利用して
雪を溶かします。

みちはば　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 り　よう

　　　　 と

暖かい海水の上を冷
たい空気が流れると、
水面から空気に水蒸
気が供給される。

あたた

　　　　　　　　　　　　　　 すいじょう

　き　　 きょうきゅう

冬の季節風によって大陸の上空の寒気が日本海上を
通って日本海側に雪を降らせます。

　　　　　き　せつ ふう　　　　　　　　たい りく　　　　　　　　　かん き

　　　　　　　　　　　　がわ　　　　　　ふ

空気は100m上昇するごとに
約0.6℃ずつ温度が下がる。山
脈にそって上昇するとき、水蒸
気を含んだ空気は冷やされ、
雪雲をつくり雪を降らす。

　　　　　　　　　　　　じょうしょう　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 さん

みゃく　　　　　　　じょうしょう　　　　　　　　すいじょう

　き　　　ふく　　　　　　　　　　　 ひ　

ゆきぐも　　　　　　　　　　　 ふ

気候によって雪崩の
種類がちがうんだね。

新潟は
雪が多いんだね！

　雪崩を防ぐために多く利用されている施設の一つ
に、雪崩予防柵があります。これは、道路や民家に被害
が出ないようにするための施設です。

雪から新潟を守る！

表層雪崩
ひょう そう　 な だ れ

全層雪崩
ぜん　そう　 な だ れ

雪崩って
 なに？

な だ れ

表層雪崩 全層雪崩表層雪崩 全層雪崩

なだれ 　 よ　ぼう　さく こう か

■ 雪崩予防柵の効果

なだれ 　 よ　ぼう　さく

■ 雪崩予防柵

じょうきょう ちゅう い

■ こんな状況に注意！ クラック
（割れ目）

雪庇
せっぴ

消雪パイプ
しょうせつ

橋の上や山の斜面にたまった雪を
機械や人の力で落として、人や車
に当たらないようにしています。

　　　　　　　　　　　 しゃ めん　

　き　かい

雪庇落とし
せっぴ　お

地下水

深夜１：００～深夜２：００　パトロール
早朝３：００～早朝６：００　除雪ドーザでの除雪
午前９：００～午後３：００　ロータリ除雪車での除雪

じょせつそうちょう そうちょう

しんや しんや

じょせつ

じょせつしゃご ぜん ご　ご じょせつ

じょ せつ さ ぎょう

ある除 雪 作 業 の 一 日

みんなが眠っている時間
から一日中、お仕事して
　　　いるんだね！

わ

　　　　　　　　　　　　　　　　 ごうせつ ち　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い

どう　　 こんなん　

　　　　　　　　　　　　しょうかい

2018年2月10日の積雪深の分布（新潟大学資料）▼
　　　　　　　　　　　　 せきせつしん　ぶんぷ

2006年度全国積雪深
トップ10
▼

　　　　　　　　　　せきせつしん

　　　　　　　　　　　　　　　　　 ふ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほっきょく　　　　　　　　

なんきょく　　 い　ど　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふ　　 りょう　

　　　　 くら

　　　　　　　　　　　　　　　　 い　ど　　 ひょうこう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 てき　

　　　　　　　　　　　　りょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 がわ

　　　　　　　ち　いき　　　　　　　　　　　　　　　　 ふ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 じょせつ　じぎょう

　　　　　 とう き　かん　　　　　　　　　　　　　えいきょう　　　　　　　　　　　　　　たい おう　

　　 じょせつ さ ぎょう　　　　　 じょせつ しゃ　　　　　　　き かい じょせつ　　 しょうせつ　

　　　　　　　　　　 と　　　　　　　　　 なだれ 　　 らくせつ　　 み ぜん　　ふせ　　せっ　ぴ お

ひょうそうなだれ　　　　　　　 つ　　　　　　　　　　　　そう　

　　　 そう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なだれ

ぜんそうなだれ　　　しゃめん　　つ　

　　　 　　　　　なだれ　　　しゃめん　　ど しゃ　　ま

急な
気温上昇に

注意！

き おんじょうしょう

ちゅうい

急な積雪に
注意！

せきせつ

ちゅうい

                       がわ　　　　　 ふ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 しゃめん　

　　　　　　なだれ　　　　　　　　　き けん

つ　

　　　じょうたい　ぜんそうなだれ　　　　　　　き けん

2018年２月28日　村上市山熊田
むらかみし やまくま だ

冷たく乾いた季節風
　　　　　かわ　　　きせつふう

水蒸気
すいじょうき

日本海側
がわ

太平洋側
がわ

斜面

積雪
せきせつ

しゃめん

斜面
しゃめん

なだれ層
そう

積雪
せきせつ

なだれ層
そう

対馬海流（暖流）
つしまかいりゅうだんりゅう

▲県道が雪崩によって、一時通行止めになりました。
なだれ

脊
梁
山
脈

せ
き
り
ょ
う
さ
ん
み
ゃ
く

シ
ベ
リ
ア
大
陸
た
い
り
く

日本海 太平洋

乾燥した空気
かんそう

水蒸気を含んだ空気
すいじょうき　 ふく

　　　なだれ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 たてもの　　 こわ　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いとい が わ し　ませ ぐち　

　　　　　　　　　なだれ さいがい　　　　　　　　　　　　 ぎ せい

　　　　　　　　　　　　　　 なだれ　　　　　　　 しゃ めん　　 つ　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 き けん　　 げんしょう　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 なだれ

　　　なだれ 　　 ふせ　　　　　　　　　　　　　り　よう　　　　　　　　　　　し せつ　

　　　　なだれ よ ぼう さく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 みん か　　　ひ がい　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 し せつ

雪崩予防柵がある斜面
なだれ よぼうさく　　　　 しゃめん

雪崩予防柵で
雪が受け止め
られている

なだれ よぼうさく

雪崩予防柵がない斜面
なだれ よぼうさく　　　　 しゃめん

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

地区名
青森県
新潟県
山形県
新潟県
新潟県
長野県
新潟県
山形県
新潟県
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新潟の港にやってくる船新潟の港にやってくる船

写真提供：佐渡汽船（株） 写真提供：日本海エル・エヌ・ジー（株） 写真提供：北越コーポレーション（株）

1

2

3

1

2

3

人や荷物の移動だけでなく、
みんなの安心や安全のための

役割もあるんだよ。   

防波堤が高波をとめるから
港に船が入れるよ。　

たくさんの役割が
あるんだね！

壊れていないか
いつも点検しているよ。

飛行機は、遠く離れた場所へ早く移動できるので、多くの人が仕事や旅行
などで利用します。また、小さな荷物を早く運びたい時も利用します。空港
は、飛行機が安全に運航するために必要な施設です。

3

空港の役割

　ほかにも、島の多い沖縄では、大きな
都市の病院へ行くのに船では時間がか
かりすぎて不便なため、飛行機での移
動が欠かせない地域もあります。

　災害がおきて
車が道路を通れなくなって
も、港から船で荷物を運べ
ます。中越沖地震の時は、
各地の港から柏崎港へ水
や緊急物資などを運びま
した。

新潟空港（国土交通省管理）

写真提供 ： 中国東方航空

写真提供 ： 国土交通省

写真提供 ： 国土交通省 写真提供 ： 国土交通省

港の役割

港には何がある？

船で運ぶたくさんの荷物が港に集まり、港から
外国や日本国内の各地へ輸送されます。

飛行機を点検・整備したり、管制官が空の
交通整理を行います。

旅行や仕事などで船を使って出かけるときに、
港で船に乗り降りします。

　船は一度にたくさんの荷物を運びます。しか
し、港が整備されていないと、船は岸までたど
りつけません。港は、船が安全に停泊し、人の乗
降や荷物の受け渡しが効率よくできるように、
さまざまな施設が
整備されています。滑走路のひみつ

　滑走路は飛行機を安全に運航するために、とても丈夫につく
られています。例えば、新潟空港の滑走路は重たい飛行機をさ
さえるために、舗装（アスファルトとその下の路盤）の厚さが
118cmもあります。

　飛行機がくりかえし使うと丈夫な滑走路
も少しずつ割れたりへこんだりするので、い
つも点検しながら壊れる前に修理します。

人と車を一緒に運ぶ船 液化天然ガスを運ぶ船 紙の原料を運ぶ船

くらしをつなげ、ささえる 第2章

第2章

荷物をつなぐ飛行機の安全な運航

災害時の復旧活動の拠点
ふっきゅうかつどう　　 きょてんさいがい

きんきゅう

うんこうひ こう　き

山や海の事故などにそなえるヘリコプターや飛行機の基地に
なっています。

緊急時へのそなえ

中越大震災では、新潟空港が救急救命活動や救援物資輸送に
大きく役立ちました。

人をつなぐ

空港でつながる新潟
わたしたちの生活に必要な食料やエネルギーの多くは、船で運ばれています。
また、わたしたちが海の向こうへ出かけるときにも、船を利用します。
港は、人や荷物を船で運ぶために必要なところです。

4第2章 港でつながる新潟 空
港
で
つ
な
が
る
新
潟

3

港
で
つ
な
が
る
新
潟

4

さまざまな力を持った船がいっぱい

こうろ
航路（船がとおるみち）

がんぺき
岸壁（船がつくところ）

に お
荷さばき地（荷物を置くところ）

ぼうはてい
防波堤（船を波から守る）

きかい
ガントリークレーン（コンテナをつる機械）

ボーイング747
（通称ジャンボ）

約270トン
小型自動車（約1.5トン）

約180台

かっそうろ わ
滑走路のひび割れ

つうしょう

ひこうき と
飛行機が飛ばない夜のうちに工事をします。

ぼうはてい やくわり
防波堤の役割

にいがたこう
新潟港

岸
壁

防
波
堤

が
ん

　ぺき

ぼ
う

　は

　て
い

ターミナルビル

かっそうろ
滑走路

ちゅうきじょう
エプロン（駐機場）

ちゅうしゃじょう
駐車場

写真提供 ： 国土交通省
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新潟の港を
もっと知ろう
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遊水地

何のためにつくられたか
調べてみるとおもしろいよ。

　　川はたくさんの
生き物がくらしている
 　ところなんだね。                

今回、紹介した以外にも
便利なくらしをささえる
土木はいっぱいあるよ。

便利な生活に
土木は欠かせないんだね。

見に行きたいね。

橋の下からのぞいてみると
違いがよくわかるね！

みなさんのくらしをささえる縁の下の力持ち
　道路、港、空港や水道などがない生活を想像してみてください。
道は、でこぼこで歩きにくく、物を運ぶのに時間がかかるため、海か
ら遠いところでは、新鮮なお魚を食べることがむずかしくなってし
まいます。水道もないので、水をくみに行かなければなりません。
　そんな生活をしなくてもすむように、土木はみなさんの
便利なくらしをささえています。

　川にはたくさんの生き物がいます。魚や植物だけでなく、虫や貝、それらをエサにし
てさまざまな動物がやって来ます。みなさんの家の近くの川には何がいるか探してみ
ましょう。

　橋にはいろいろな形式があり、橋の大きさ、地形、ささえる重さ、環境などによっ
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あります。身近な橋はどんな形をしているか調べてみましょう。

水平に渡した桁で重さをささえる
形式です。桁の形によりI桁、T桁、
箱桁などがあります。

体の具合が悪いときには行か
ないようにしよう。
無理はしないように。こわい
と思ったらすぐに引き返そう。
天気予報をチェックしよう。
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部材を三角形に組み合わせた形
式です。比較的長い橋に使われて
います。

トラス橋

アーチ型の部材を用いた形式です。トラ
ス橋よりも長い橋で使うことができます。
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また、つくられた目的もさまざまです。しかし、どれもみなさんのくらしをささえているものです。

謙信公大橋
けん しん こう おお はし

                 しょうかい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　 　　　　　　　　 　もくてき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

新潟の土木新潟の土木

妙高山を中心とする山々の風景と
調和するように設計された橋です。「2003
年グッドデザイン賞」を受賞しています。

万内川石積えん堤群
ばんない がわ いしづみ　　　　 ていぐん

土石流を防ぐためにつくられた
えん堤群です。その半数以上が登録有形
文化財に登録されています。

羽黒トンネル
は　ぐろ
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利用してつくられました。トンネルが２本
並んでメガネの様に見えます。
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んぼとして使う場所にも、洪水のときだけ
川の水をためます。

デンカビッグスワンスタジアム
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（サッカー）の会場となったビッグスワン。
コンサートなども行われます。

奥三面ダム
おく みおもて

2001年に完成した「アーチ式コ
ンクリートダム」です。三面川の近くに住ん
でいる人たちの命と財産を守っています。

長者ヶ橋
ちょうじゃ が　はし

県内初の「エクストラドーズド
橋」です。美しい自然と調和し地域のシン
ボルとなっています。

両津港
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