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安達太良山噴火時の被害軽減のため
緊急的な砂防計画を策定しました！

～福島県内では、吾妻山に続いて２番目に策定～

福島県、福島河川国道事務所では、安達太良山火山噴火に伴
う土砂災害に対して、被害の軽減に資するため、「安達太良山火
山噴火緊急減災対策砂防計画」の検討を行ってきました。

「福島県火山噴火緊急減災対策砂防計画検討委員会」（２月２
０日開催）の審議を経て、本日、計画を策定しましたのでお知
らせします。

➢計画の内容は、過去１万年間で発生した現象に基づき作成した「噴火シナ
リオ」を基に、全７ケースの「想定される影響範囲」をもとに減災のための
ハード・ソフト対策をとりまとめたものです。
➢火山噴火に伴い発生する土砂災害に対して既設堰堤の除石工や仮設堰堤な
どの緊急対策を位置付けると共に、平常時から準備を行う事項についてとり
まとめています。

➢計画書及び安達太良山火山災害予想区域図については、福島河川国道事務
所及び福島県ホームページに掲載しています。

福島河川国道事務所ホームページ
アドレス：http://www1a.thr.mlit.go.jp/Bumon/J77101/homepage/sabo/400/424.html

福島県ホームページ
アドレス：http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41045c/

➢「安達太良山火山噴火緊急減災対策砂防計画」策定に至る検討経緯につい
ては、別添参考資料を参照下さい。

＜発表記者会：福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ＞
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国土交通省東北地方整備局 福島河川国道事務所
TEL:０２４－５４６－４３３１（代表）
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 目 的 

 ・福島県火山噴火緊急減災対策砂防計画検討委員会（以下、「委員会」という。）は、平成

19 年 4 月に国土交通省河川局砂防部により策定された「火山噴火緊急減災対策砂防計

画策定ガイドライン」に基づき、福島県３火山（吾妻山、安達太良山、磐梯山）の「火

山噴火緊急減災対策砂防計画」を作成することを目的に平成 22 年１１月３０日に設置

されました。 
 
 これまでの経緯 

 ・平成２２年１１月３０日に第 1 回委員会を開催し、石川芳治教授（東京農工大学大学院）

が委員長に選出されるとともに、吾妻山作業部会が設置されました。 

 ・平成２４年１１月６日に第２回委員会を開催し、「吾妻山火山噴火緊急減災対策砂防計画

（部会案）」策定に関する討議を行い、その後計画を公表しました。また、安達太良山作

業部会、磐梯山作業部会が設置されました。 

 ・「安達太良山作業部会（部会長：井良沢道也教授（岩手大学農学部））」は平成２４年１１

月より４回、同部会を開催し討議を実施しました。 

・平成２６年２月に「安達太良山火山噴火緊急減災対策砂防計画（部会案）」をとりまとめ、

今般、第３回委員会の審議を経て計画を策定しました。 

 

●福島県火山噴火緊急減災対策砂防計画検討委員会 

火山名 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 

吾妻山 
(検討主体) 
・国土交通省 

      

安達太良山 
(検討主体) 
・福島県 
・国土交通省 

      

磐梯山 
(検討主体) 
・福島県 
・国土交通省 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「安達太良山火山噴火緊急減災対策砂防計画」検討経緯 
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吾妻山部会 

第
１
回
委
員
会 

11/30 3/2 11/1 3/13

安達太良山部会 

計画書
公表

1/15
11/6

11/6 2/1

計画書
公表

基本
計画

基本計画
検討委員会

基本 
計画 

基本計画 
検討委員会 

11/6 2/9

4/24 7/17 8/31 

磐梯山部会 

11/6 2/1

第
２
回
委
員
会 

第
３
回
委
員
会 

11/26

行動 
計画 

行動
計画

2/20 

2/20 12/17 

磐梯山部会 



福島県火山噴火緊急減災対策砂防計画検討委員会 

委員名簿 
（敬称略） 

委員長 石川 芳治  東京農工大学大学院 教授 

委 員 井良沢 道也 岩手大学農学部 教授 

植木 貞人 東北大学大学院理学研究科 客員研究者 

中村 洋一   宇都宮大学 名誉教授 

佐藤 公  磐梯山噴火記念館 副館長 

長橋 良隆 福島大学共生システム理工学類 教授 

藤縄 明彦 茨城大学理学部 教授 

長井 義樹 国土技術政策総合研究所 土砂災害研究部 深層崩壊対策研究官

石塚 忠範 (独)土木研究所 つくば中央研究所 土砂管理研究グループ 

火山土石流チーム 上席研究員 

小川 靖志  林野庁 東北森林管理局 置賜森林管理署長

冨永 茂  林野庁 関東森林管理局 福島森林管理署長

飯塚 充由   林野庁 関東森林管理局 会津森林管理署長

清水 信雄     山形県 県土整備部 砂防・災害対策課長

橋本 仁  山形県 環境ｴﾈﾙｷﾞｰ部 危機管理・くらし安心局 危機管理課長

小川 辰壽     福島県 土木部 砂防課長

小池 喜司雄     福島県 生活環境部 災害対策課長

鈴木 明    福島県 農林水産部 森林保全課長

小林 香   福島市長

安部 三十郎  米沢市長

前後 公  猪苗代町長

小椋 敏一  北塩原村長

品川 萬里   郡山市長

新野 洋   二本松市長

高松 義行  本宮市長

押山 利一 大玉村長

室井 照平  会津若松市長

山口 信也  喜多方市長

五十嵐 源市  磐梯町長

巻  和男  気象庁 仙台管区気象台 火山防災情報調整官

菅原 寿  気象庁 山形地方気象台 防災管理官

板谷 宏之  気象庁 福島地方気象台 防災管理官

山科 勝嗣  東北地方整備局 河川部 広域水管理官

上原 信司   北陸地方整備局 河川部 地域河川調整官

永尾 慎一郎  東北地方整備局 福島河川国道事務所長

丸山 準  北陸地方整備局 阿賀野川河川事務所長

安井 辰弥   北陸地方整備局 阿賀川河川事務所長

【事務局】 福島県土木部 砂防課

東北地方整備局 河川部 

北陸地方整備局 河川部 

東北地方整備局 福島河川国道事務所

北陸地方整備局 阿賀野川河川事務所

北陸地方整備局 阿賀川河川事務所 


