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（表紙について） 

平成 30年 7 月豪雨で岡山県倉敷市真備町では甚大な浸水被害が生じましたが、国土地理院では

発災直後に SNS 画像等と標高データを用いて、浸水範囲と浸水深の空間分布を示した「浸水推定

図」を作成しました。この図と治水地形分類図を比較してみますと、浸水域は氾濫平野などの低地

全域に広がり、また色が濃い（浸水深が大きい）箇所は後背湿地、旧河道で表現されている箇所と

重なります。後背湿地は氾濫平野の中でも周囲よりも低い土地で、浸水深・浸水時間がともに大き

くなる地形です。 
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1. 治水地形分類図の概要 

1.1 治水地形分類図とは 

日本の人口・資産の大半が集中している都市部のほとんどは平野に立地し、その平野の大

部分は河川の運んだ砂礫などによって形成された堆積平野です。土砂の堆積は、主として洪

水時に行われることから、この砂礫が堆積して形成された地形は過去に繰り返し起こった洪

水の結果を示しています。そして、平野の起伏がわずかであっても、その成り立ちの違いを

反映しています。この平野に分布する地形の持つ性質や条件（地盤高、表層の土質など）を

調査して分類･図示し、堤防などの人工構造物の分布状況なども加えて考察すれば、単に過

去の洪水の様子だけでなく、浸透による破堤などが発生しやすい場所の推定や、将来、破堤・

氾濫が起こった時の洪水流の主な流動方向、湛水深の深浅、湛水時間の長短などの予測も可

能となります。 

1976（昭和 51）年の台風 17号により長良川の堤防が決壊し、岐阜県安八町を中心に大き

な被害が発生しました（S51.9.12豪雨災害；図－1）。その後、堤防の安全性の再確認を行う

気運が高まり、河川堤防の立地する地盤条件を包括的に把握し、さらに詳細な地点調査を行

うための基礎資料を得ることなどを目的として治水地形分類図が作成されることとなりま

した。そして、1976（昭和 51）年度から 1978（昭和 53）年度にかけて国が直接管理する全

国の河川（流域）104水系の平野部を対象に、854面の初版（図－2）が作成されました。 

2006（平成 18）年になり、初版の作成から 30年以上経過していること、背景の地図情報

が古くなっていること、また 3年という短期間で全国 854面の整備を行ったため図面ごとに

地形区分の精度に差があることから、国土交通省内において初版の更新について検討が行わ

れました。そして、2009（平成 21）年度から、初版を作成しなかった中部地方整備局管内の

5 水系を含む 109水系を対象に更新作業を実施し、2021（令和 3）年 1月に 913面の更新版

（図－3）の作成を終了しました。 

そして、2020（令和 2）年度以降は、109 水系の直轄管理区間以外の治水地形分類図の新

規整備を順次進めていきます。 

 
図－1 S51.9.12豪雨災害での長良川右岸、大森地先の堤防決壊による浸水状況（中部災

害アーカイブより） 
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図－3 治水地形分類図更新版「野田市」（2013年度更新） 

図－2 治水地形分類図初版「野田市」（1977年度調査） 
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1.2 治水地形分類図の整備地域と公開 

治水地形分類図は、水系別に 2万 5千分 1地形図の範囲（旧日本測地系座標）毎に整備し

ており、国土地理院のウェブサイトで図郭ごとに画像データが閲覧できるほか、（一財）日本

地図センターから複製（プリント印刷）販売が行われています（表－1、図－4）。また、ウェ

ブ「地理院地図」で閲覧することもできます。 

 

整備局等 
整備 
面数 

河 川 名 

北海道 
開発局 

218 

天塩川［問寒別川、名寄川］、渚滑川、湧別川、常呂川、網走川、釧路川、十
勝川［利別川、札内川、音更川］、留萌川、石狩川［雨竜川、美瑛川、忠別
川、空知川、幾春別川、夕張川、千歳川、豊平川］、鵡川、沙流川、尻別川、
後志利別川 

東北地方 
整備局 

127 
岩木川、高瀬川、馬淵川、米代川、雄物川、子吉川、最上川、赤川、北上川、
鳴瀬川、名取川、阿武隈川 

関東地方 
整備局 

140 
久慈川、那珂川、利根川［霞ヶ浦、小貝川、鬼怒川、渡良瀬川、烏川、神流
川、江戸川、中川］、荒川、多摩川、鶴見川、相模川、富士川 

北陸地方 
整備局 

87 
荒川、阿賀野川、阿賀川、信濃川、千曲川、関川、姫川、黒部川、常願寺川、
神通川、庄川、小矢部川、手取川、梯川 

中部地方 
整備局 

104 
天竜川、安倍川、大井川、菊川、鈴鹿川、雲出川、櫛田川、宮川、木曽川[長
良川、揖斐川]、庄内川、豊川、狩野川、矢作川 

近畿地方 
整備局 

72 
九頭竜川、北川、由良川、円山川、揖保川、加古川、淀川[野洲川、瀬田川、
木津川、猪名川］、大和川、紀ノ川、新宮川（熊野川） 

中国地方 
整備局 

77 
千代川、天神川、日野川、斐伊川、吉井川、旭川、高梁川、芦田川、江の川、
太田川、小瀬川、高津川、佐波川 

四国地方 
整備局 

31 土器川、吉野川、那賀川、物部川、仁淀川、渡川（四万十川）、重信川、肱川 

九州地方 
整備局 

104 
山国川、大野川、大分川、番匠川、遠賀川、筑後川、矢部川、嘉瀬川、六角
川、松浦川、本明川、菊池川、白川、緑川、球磨川、川内川、五ヶ瀬川、小
丸川、大淀川、肝属川 

 

 

  

表－1 地方整備局等管内別の治水地形分類図の整備状況（計 960面） 

図－4 治水地形分類図の整備範囲（2022（令和 4）年 1月現在） 
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1.3 治水地形分類図の表示内容 

治水地形分類図では、地形を大きく①火山地や丘陵地を含む「山地」、②「台地･段丘」、③

「低地」に区分しています。そのうち、特に人や社会インフラが集中し、土地利用が高度に発

達している都市部が立地している低地の地形を詳細に分類・表示しています。あわせて、埋立

や干拓、盛り土･切り土などの人工的に改変された地形、堤防などの河川管理施設等も表示し

ています（表－2）。なお、各記号の説明は、治水地形分類図のホームページからご覧くださ

い。 

 

  表－2 治水地形分類図で表示している内容 

山地 山地
昭和30年代後半～昭和

40年代前半の堤防

段丘面
終戦（直）後（昭和20
年代（前半））の堤防

崖（段丘崖）
大正末期～昭和初期
の堤防

浅い谷
明治末～大正初期の
堤防

山麓堆積地形 完成堤防

扇状地 暫定堤防

氾濫平野 暫々定堤防

微高地
（自然堤防）

旧河道（明瞭） 水位観測所

旧河道（不明瞭） 流量観測所

落堀 水質観測所

後背湿地 雨量観測所

砂州・砂丘 樋門・樋管

干拓地 水門・閘門

盛土地・埋立地 揚排水機場

切土地 事務所

連続盛土 出張所

天井川の区間

旧流路（昭和30年代

後半～40年代前半

の流路）

旧流路（昭和20年代

の流路）

旧流路（大正末期～

昭和初期の流路）

旧流路（明治末～大

正初期の流路）

地盤高線（主曲線）

地盤高線（補助曲
線）

そ
の
他
の
地
形

距離標

測線

中項目 小項目

旧堤防

堤防

河
川
工
作
物

事務所･出
張所

護岸

記号

低地

人工改変
地形

大分類 小分類 記号

台地・
段丘



5 

 

2. 治水地形分類図で表現している「地形」について 

2.1 地形と自然災害履歴 

皆さんは、普段私たちが住んでいる日本の国土の姿を思い浮かべたことはありますか。日

本の国土は、大きく三つの特徴を持っています。一つ目は国土の 70％が山地であること。こ

れは災害を起こしやすい素因があることを示しています。二つ目はプレートが沈み込む場に

位置していること。これは地震･火山活動や地殻変動が活発であることを示しています。三つ

目は温帯湿潤の気候であること。これは梅雨や台風時に豪雨が発生する可能性が高いことを

示しています。 

このような特徴を持つ日本では、山の隆起と崩壊、火山の噴火、河川による土砂の運搬と

堆積などにより、長い時間をかけて私たちが現在目にしている“大地の形”をつくり上げてき

ました。これが「地形」であり、現在も地震や豪雨などの自然現象によって、時々地形が大き

く変化することがあります。それらは自然の側からみれば、地形を形成する過程の一つの現

象でしかありませんが、そこに私たち人間が居合わせると、それが自然災害となります。「地

形」は、いわば災害の積み重ねによってつくり上げられてきたものですので、現在の地形から

過去の災害の履歴を知ることができます。 

今後も山地では土砂災害などの山地特有の災害、低地では洪水などの低地特有の災害が同

様に繰り返されるものと考えられますので、治水地形分類図が表現する「地形」をヒントに将

来受けやすい災害の種類やその危険の程度をおおよそ予想することが可能です。 

 

 

 

図－5 低地の地形模式図（海津正倫(2019)より） 
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2.2 治水地形分類図の地形分類 

地形分類とは、調査対象となる地域の地形及び表層の地質に着目して、それらの形態、成

因、構成物質、形成時期に基づいて類別される「地形要素」に従って区分・分類することです。 

日本の地形は、そのスケールや形成営力（どのような作用でできたか）を考慮すると、一

般に「山地（火山を含む）」、「丘陵」、「段丘（台地）」、「低地」の 4種の地形要素に大別するこ

とができます。治水地形分類図では、これらのうち特に治水対策に関わりの深い河川や海の

作用によって形成された「低地」（図－5の沖積平野、海岸平野の部分）を主対象として扱い、

洪水を受けやすい地形要素について地形分類の取得基準及び取得方法を詳細に定義した上で

地形を分類しています。 

 

2.3 地形要素の概要及び災害との関係 

1）山地（図－6） 

[地形の特徴] 

「山地」は起伏が大きく、周囲の低平な土地と明確な山麓によって分けられる土地のこ

とをいい、治水地形分類図では火山地や丘陵地を含めています。 

[防災上の留意点] 

洪水や氾濫水の影響を受けることは少ないですが、地震時や豪雨時などに土砂災害が発

生することがあります。特に山間部の小支流や谷では、普段は水流が無くても、豪雨時に

は鉄砲水の発生や、上流側での崩壊などによって発生した土石流の通り道となることがあ

るので注意が必要です。 

 

2）台地･段丘（図－6） 

[地形の特徴] 

「台地･段丘」は、過去の堆積作用や侵食作用で形成された平地（低地）が、その後の地

殻変動による地盤の隆起などによって、現在の低地よりも階段状に高くなった比較的平坦

な地形をいいます。治水地形分類図では、「段丘面」の他、「崖（段丘崖）」と台地上の「浅

い谷」を取得しています。 

段丘面…現在の低地よりも高い、平坦な地形の部分を段丘面として取得しています。 

崖（段丘崖）…「段丘面」の縁辺にある低地と段丘面、あるいは低い段丘面と高い段

丘面の境目の比高差 5ｍ以上の急な斜面を「崖（段丘面）」として取得して

います。 

浅い谷…台地上で細水流などの働きによってできた浅い浸食谷や流路跡で、平坦面

より 0.5～数ｍ程度低く河道断面がすり鉢状になっているものを「浅い谷」

として取得しています。 

[防災上の留意点] 

低地からの比高が数ｍ以上の「段丘面」は、洪水に対しては比較的安全といえますが、

大規模な洪水時には浸水することがあります。ただし、低地よりも高いため、浸水しても

深さや湛水時間は小さいといえます。 

「崖（段丘崖）」は、大雨や地震により、崖崩れなどの土砂災害が発生することがありま

す。 
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台地･段丘上の「浅い谷」は、集中豪雨の時などに一時的に洪水流の流路となったり、下

流側に盛土などがあると遮られて湛水したりすることがあるので、注意が必要です。 

3）低地 

（1）扇状地、山麓堆積地形（図－7） 

[地形の特徴] 

「扇状地」は、河川が山間の狭い谷から広い低平地に出る場所に、運搬してきた土砂

や礫が洪水とともに氾濫･堆積し、谷の出口を頂点として平地に向かって扇状に広がっ

た比較的緩やかな地形をいいます。 

「山麓堆積地形」は、斜面の下方や谷の出口に堆積した岩屑または風化した土などが

堆積した地形を総称したものです。地形の種類としては、「麓屑面（ろくせつめん）、崖

錐（がいすい）、土石流堆（どせきりゅうたい）、沖積錐（ちゅうせきすい）」などがあり

ます。 

 [防災上の留意点] 

「扇状地」では、大雨の時などには土石流などの土砂災害が発生することがあります。

また、扇端部では、地下水位が浅いことが多いため、強い地震動による液状化の被害に

気をつける必要があります。 

「山麓堆積地形」では、豪雨などをきっかけに背後の斜面から土砂が崩落・流出しや

すいので注意が必要です。また、粒径の不揃いな土砂や岩石が不安定な状態で堆積して

いるので、地震時に崩落したりする危険性があります。 

 

 

 

 

図－6 信濃川沿い（山間部）の地形 

（解説）信濃川右岸には、「崖（段丘崖）」を伴った「段丘面（河岸段丘）」が広く分布していま

す。段丘面は、一般的に古い時代に形成された段丘面ほど高いところにあり、洪水の被害

も少なく地盤も比較的安定しています。その段丘面の平坦な表面が雨水等で侵食されると

「浅い谷」というくぼみが形成され、豪雨時にはそこに水が集中することがあります。 
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（2）氾濫平野（図－8） 

[地形の特徴] 

河川の堆積作用によって形成された起伏の小さい低平地を「氾濫平野」として取得し

ています。治水地形分類図では、谷底平野や海岸平野、三角州も「氾濫平野」として分

類しています。 

[防災上の留意点] 

堤防決壊・越流による洪水氾濫の他、内水氾濫も起きやすく、標高の低いところでは

高潮に対しても危険度が高いといえます。また、軟弱な地盤の地域では地下水の汲上げ

による地盤沈下や、地震動による液状化被害が発生することがあります。 

 

（3）微高地（自然堤防）（図－8） 

[地形の特徴] 

自然堤防は、比較的規模の大きな洪水が運んだ大量の砂礫が河岸に堆積してできた周

囲より少しだけ高い丘のような地形です。治水地形分類図の「微高地（自然堤防）」は

自然堤防のほか、扇状地上の規模の大きな砂礫州や古い天井川沿いの微高地も含んでい

ます。 

[防災上の留意点] 

中小規模の洪水に対しては比較的安全ですが、大規模な洪水が起こると冠水被害を受

ける可能性があります。また、洪水時に河川が運搬した砂礫が堆積した地形なので、地

下水位の浅い縁辺部では強い地震動による液状化の発生に注意が必要です。 

図－7 扇状地と山麓堆積地形（左図と右図では縮尺に違いがあります） 

（解説）左図は、山形県内を流れる最上川の支流である寒河江川が、谷を抜けて平野に出たと

ころで形成された「扇状地」を示しています。谷の出口のある頂点を扇頂といい、中腹を扇

央、先端を扇端と呼んでいます。一方、右図は岐阜県の養老山地東麓に分布する「山麓堆積

地形」を示したものです。「山麓堆積地形」は、背後の山地から土石流が繰り返し発生して

形成され、そのため地表面の勾配も扇状地と比較して急になっています。この地形上に立地

している建物は、豪雨時に発生する土石流災害に十分な注意を払う必要があります。 
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（4）旧河道（図－8） 

[地形の特徴] 

旧河道はかつて川が流れていた跡の地形です。空中写真などから、比高が判別でき、

かつ河道状の形態が見られるものを「旧河道（明瞭）」、空中写真などから比高は判別で

きないものの、色調や土地利用の違いで河道状の形態を確認できるものを「旧河道（不

明瞭）」で取得しています。 

[防災上の留意点] 

旧河道の部分は、周囲の氾濫平野より低いため、現在も地表水が集まりやすく、また

わずかな降雨でも浸水しやすいため、浸水深・浸水時間とも大きくなります。また、軟

弱地盤のため、地震動による液状化などの被害に注意が必要です。 

 

（5）後背湿地（図－9） 

[地形の特徴] 

氾濫平野の中でも周囲よりも低い土地で、自然堤防の背後や旧河道などの周辺に分布

する低湿地を「後背湿地」として取得しています。 

[防災上の留意点] 

わずかな降雨でも浸水しやすく、浸水深・浸水時間がともに大きくなります。また、

地下水位も地表近くにあって極めて軟弱な地盤であることから、地震の際の揺れに特に

注意が必要です。 

 

図－8 氾濫平野、微高地（自然堤防）、旧河道 

（解説）河川沿いの「氾濫平野」には、自然堤防、旧河道などの低地の微地形が見られます。

河川の氾濫が繰り返し発生すると、河川沿いに砂・礫が溜った高まりが形成されます。こ

れを「自然堤防」といい、治水地形分類図では「微高地（自然堤防）」として取得していま

す。「旧河道」は、河川が流れていた跡の地形のことをいい、空中写真判読により明瞭、不

明瞭の 2つに分けて取得しています。右上の写真（1962年撮影）は、阿賀野川右岸（新潟

県新潟市、阿賀野市）の低地の状況を示している空中写真ですが、人工改変がされていな

い撮影時期の古い写真ほどくっきりと低地の微地形を見ることができます。 
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（6）砂州・砂丘（図－9） 

[地形の特徴] 

砂丘は風によって運ばれた砂が堆積して比高 2～3ｍ以上の丘になった地形をいい、

砂州は波浪や沿岸流によって運ばれた砂によって形成された地形をいいます。これらを

まとめて「砂州・砂丘」で取得しています。 

[防災上の留意点] 

砂丘では、洪水による浸水のおそれは非常に低く、砂州では洪水の安全度は自然堤防

の場合と同じと考えられます。ただし、砂州・砂丘の縁辺部や砂丘間の凹地、砂州の地

下水位の浅い所では、強い地震動による液状化の被害に注意が必要です。 

 

（7）落堀（図－10） 

[地形の特徴] 

「落堀（おっぽり）」は洪水による破堤や越流した氾濫流の流水で洗掘されてできた

池状の凹地です。埋め戻しなどの改変で現在では表面上わからなくなっているものも含

めて、過去の空中写真などから認められるものを取得しています。 

[防災上の留意点] 

落堀は過去の洪水が残した爪痕であり、落堀が形成されたような場所は水防上の弱点

だった箇所が多いことから、再度の破堤に対して十分な注意が必要です。また、落堀を

埋めて造成したような場所は軟弱地盤による不等沈下や液状化への注意が必要です。 

  

図－9 後背湿地、砂州・砂丘 

（解説）長野県の諏訪湖から発する天竜川は、静岡県の遠州灘に流れ込みますが、海岸沿いに

は比高 2ｍ以上の砂の高まりが形成されています。治水地形分類図では、波・潮流または

風によって運ばれた砂が堆積した高まりを「砂州・砂丘」として取得しています。一方、

この高まりによって河川の氾濫水の排水が悪くなり、その水が長期間留まり、湿地化す

ることがあります。このような土地を空中写真等で氾濫平野と区別することができる場

合、「後背湿地」として取得しています。 
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4）人工改変地形 

（1）干拓地（図－11） 

[地形の特徴] 

「干拓地」は、海や湖沼、干潟などの水面を堤防などで仕切り、内側の水を抜いてで

きた陸地をいいます。旧版地形図及び空中写真から判読できるもの、もしくは史料によ

って干拓されたことが確認できる地域を取得しています。 

[防災上の留意点] 

内水氾濫が発生しやすく、洪水時の浸水深・浸水時間ともに大きくなります。特に海

に近い干拓地では、高潮や津波に対しては十分な警戒が必要です。また、もともと水中

であった場所で土の締め固めが進んでないことから、地震動による揺れも大きくなりや

すく被害が生じやすくなります。 

 

（2）盛土地･埋立地（図－11） 

[地形の特徴] 

水部に土砂を投入して陸化したり、谷のような凹地を周辺の地盤相当まで埋め立てて

造成した埋立地や、周囲の地表面より高く盛土した盛土地をまとめて「盛土地・埋立地」

として取得しています。盛土地については沿岸部では水面との比高が 3ｍ以上、内陸部

では盛土の高さが約 2ｍ以上のものを表示しています。 

[防災上の留意点] 

盛土地は一般的には冠水しにくいですが、高さが十分でない場合には浸水・冠水する

図－10 落堀 

（解説）「落堀」とは、河川の流水が増水して堤防を越えたり（越水）、堤防を破って（破堤）

水が勢いよく流れ込んだ時に、水の圧力で地面が掘られてできた跡のことをいいます。

落堀のほとんどは、しばらくすると人為的に埋められて確認することはできませんが、

古い空中写真や地図からその痕跡を見つけることができます。左図は 1947(昭和 22)年に

発生したカスリーン台風時に、利根川右岸の堤防が破堤して洪水流が中川低地の氾濫平

野に流れ込んだときにできた落堀（跡）です。令和元年東日本台風の災害においても、右

写真のように破堤箇所に水が溜まっている落堀を見ることができます。 
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おそれがあります。また、降雨により盛土法面が崩壊する可能性があります。地震時に

は、土地の液状化や流動化が発生し、埋設物の抜け上がりや不等沈下による被害が起き

やすいといえます。 

 

（3）切土地（図－11） 

[地形の特徴] 

「切土地」は山地や台地縁などの斜面を主として切取りにより造成した土地をいいま

す。道路・鉄道などの開削部や採石場なども含みます。 

[防災上の留意点] 

洪水によって浸水する可能性は低いですが、斜面安定処理が適切でないと、豪雨や地

震動によって法面崩壊などの災害が発生する可能性があります。 

 

5）天井川の区間（図－7の右図） 

[地形の特徴] 

河川の両側につくられた堤防によって固定された流路に土砂が堆積し、河床が周囲の土

地よりも高くなってしまった河川を天井川といいます。「天井川の区間」は現在も天井川と

なっている河川区間を取得しています。 

[防災上の留意点] 

天井川は、居住地や耕作地よりも高いところに河床があるため、ひとたび破堤・氾濫が

起これば、氾濫流が周囲に短時間・急速度で拡大するため注意が必要です。 

  

図－11 人工改変地形 

（解説）芦田川河口に位置する広島県福山市は、江戸時代から干拓が行われ陸地を広げてい

きました。 治水地形分類図では、歴史的資料で干拓したことが明らかな土地を「干拓地」、

低地や海部に土を盛って造成した土地を「盛土地・埋立地」、山地・丘陵、台地の開発に

伴い、主に切取りにより造成された土地を「切土地」として取得しています。また、国が

管理する堤防以外の堤防や道路などに付帯した盛土部を「連続盛土」として取得してい

ます。 
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3. 自然災害リスクと治水地形分類図の利用について 

3.1 水害と治水地形分類図 

1）令和元年東日本台風の浸水被害と地形分類 

2019（令和元）年 10月 6日に発生した台風第 19号は、12日から 13日にかけて関東、東

北地方を縦断し、各地で河川の氾濫や土砂災害が発生し甚大な被害をもたらしました。特に

河川の氾濫は、一級河川の鳴瀬川水系（吉田川）、阿武隈川水系、久慈川水系、那珂川水系、

荒川水系（入間川･越辺川･都幾川）、千曲川水系などで広範な浸水被害が発生しました。国

土地理院では、各河川の浸水推定図を作成・公表しましたが、後日、浸水推定図の浸水範囲

と重なる治水地形分類図の地形分類の割合を比較したところ、各河川とも大部分が低地の地

形と重なっており、特に荒川水系では浸水範囲の 79％が、千曲川水系では浸水範囲の 70％

が「氾濫平野」と重なっており、その地形の成り立ちの通りの災害形態となりました。 

一方、氾濫平野より少し比高がある段丘面や扇状地にはあまり浸水範囲が重なっていない

ことも分かり（図－12、13）、土地の若干の高さの差が浸水深に影響を及ぼすといえます。 

「氾濫平野」は、河川の氾濫時に土砂の堆積が繰り返されて形成された地形です。近年の

各地で発生した豪雨災害の被害状況を見ると、河川の氾濫水の大部分は「氾濫平野」を含む

低地の地形に広がっています。そのことから、治水地形分類図の地形分類を手がかりに、ど

こに水害リスクがあるかを把握することができます。 

 

 

図－12 阿武隈川で発生した浸水被害と地形分類 

（治水地形分類図「郡山･郡山西部」の一部） 

図－13 千曲川で発生した浸水被害と地形分類 

（治水地形分類図「中野西部」「須坂」の一部） 
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2）“自然堤防”とクレバススプレー堆積物 

河川が氾濫すると、その河川水に含まれている砂礫などの堆積物が、河川水と共に溢れて

河道沿いに堆積します。それが繰り返し起こると河道に沿った高まりが形成されますが、こ

の高まりの地形を「自然堤防」と呼んでいます。治水地形分類図では、河道沿いの氾濫平野

より 0.5～1ｍ程度高い地形を「微高地（自然堤防）」として黄色の模様で表現しています。 

2015（平成 27）年 9月に発生した関東・東北豪雨災害は、関東地方では利根川水系の鬼怒

川で堤防が決壊し、茨城県常総市に甚大な浸水被害をもたらしました。図－14は、治水地形

分類図に 9月 10日 18時時点の浸水範囲を表示したものですが、越水は扇型をした自然堤防

の左端にある河畔砂丘で、破堤はその南側にある扇形をした自然堤防の左端にある堤防上で

起きています。河川が増水して堤防などの高まりの一部が切れると、そこから増水した河川

水が一気に大量の土砂とともに氾濫平野などの低地に流入します。その河川水は扇状に広が

り、運んできた土砂を低地上に残します。この土砂は、クレバススプレー堆積物と呼ばれる

扇状あるいは舌状に広がる砂やシルトからなる堆積物で、微高地として残ることがあります

（図－14の写真）。河道から低地に向って扇状に広がるような自然堤防が認められる場合は、

このような形態の氾濫が繰り返し発生してきている可能性があり、今後も注意が必要です。 

図－14 茨城県常総市の 2015年 9月 10日 18時時点の推定浸水範囲（国土地理院調査）

と地形分類（治水地形分類図「石下」「上郷」「水海道」「谷田部」の一部、浸水範囲は国

土地理院（2015）より） 
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3.2 土砂災害と治水地形分類図 

1）平成 26年 8月豪雨 広島土砂災害と地形分類 

2014（平成 26）年 8 月 19 日夜から 20 日明け方にかけて、広島市安佐南区から安佐北区

に局地的な豪雨が降り、その影響で大規模な土石流が山麓の急傾斜地に立地する住宅地を襲

い、甚大な人的被害・家屋被害が発生しました。図－15は、安佐南区八木地区の土石流の流

出経路と地形との関係を示したものですが、阿武山中で発生した土石流が谷を通って、山麓

に形成された扇状地（黄色＋茶点模様）に流出していることが分かります。その扇状地上や

山地に灰色の部分が広がっていますが、これは傾斜地を住宅地などに人工改変されている地

区（切土地）です。土石流は、谷口に広がる住宅地を直撃し、一部は扇状地を飛び越え氾濫

平野の部分まで到達するほどの勢いでした。 

この災害に見られるように、谷の出口に山麓堆積地形（茶色）が形成されている箇所や扇

状地でも等高線（茶色線）の間隔が狭くなっている地域は、特に土石流などの土砂災害の影

響を受けやすい所です。このように治水地形分類図に表示している地形情報は、土砂災害リ

スクの把握に大変有用な情報です。山麓堆積地形や等高線の間隔が狭くなっている扇状地の

記号と重なる地域は、大雨が降った際は土砂災害に十分に注意する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2）地理院地図の「陰影起伏図」から土砂流出経路を推定する 

治水地形分類図などの縮尺 25000 レベルの地形特性情報は、順次整備を進めている段階

で、また整備されていない地域も少なくありません。そこで、自然災害の一つである土砂災

害が起こる可能性のある地域を知る際に有用な他の情報の 1つに、地理院地図から提供して

いる「陰影起伏図」があります。 

図－15 広島市安佐南区八木地区で発生した土石流と地形分類 

（治水地形分類図「祇園」「中深川」の一部） 
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陰影起伏図は、北西の方向から地表面に向かって光を当て、凹凸のある地表面の北西側が

白く、南東側が黒くなるよう作成した図で、地形図の等高線の読図が苦手でも尾根線、谷線

をはっきり判別することができます（図－16）。この図に 2018（平成 30）年 7月豪雨で広島

県内で発生した土砂災害の崩壊地等分布図（ライン）を表示させてみると、谷線（暗くなっ

ているところ）にラインが重なっていることが分かります（図－17）。特に谷口から平地に

広がる土地の等高線が扇型になっていれば、小規模な扇状地または沖積錐（山麓堆積地形）

という地形であり、この場所はその奥の谷から土砂が繰り返し流下していることを地形の成

り立ちからいえます。高度成長期以降、住宅地が山麓地まで進出し、その結果、土砂災害リ

スクが高まっていると考えられます 

 

3.3 地震災害と治水地形分類図 

1）平成 23年東北地方太平洋沖地震の液状化と地形分類 

2011（平成 23）年 3月 11日に発生した東北地方太平洋沖地震では、各地で液状化被害が

発生しましたが、関東地方整備局･地盤工学会（2011）の関東地方の液状化発生地点（図－

18の赤点）と治水地形分類図で整備している地形分類との関係を比較したところ、旧水部、

旧河道上及び旧落堀（現在は盛土地･埋立地）周辺での集中が見られること、また自然堤防

と旧河道または氾濫平野と接する縁で液状化が発生しているなどの特徴が見られました（図

－18）。 

一般的に液状化は、①ゆるく締まって粒径の揃った細かい砂の地層、②地下水位が地表か

ら 2～3ｍと高い地盤からなる地域が、地震動による強い揺れを受けた場合に最も起きやす

いとされています。地形分類は、「2.2」で述べているように表層の地質を着目点の一つとし

て分類していますので、地形から液状化のしやすい地盤の概要を推測することが可能です。 

また、2016（平成 28）年 3 月に「河川堤防の耐震点検マニュアル」（国土交通省，2016）

が策定されていますが、その中でレベル 2地震動（対象地点において現在から将来にわたっ

て考えられる最大級の強さを持つ地震動）に対する堤防の耐震点検のうち、二次点検の対象

区間を細分する指標の一つとして微地形分類があげられており、その微地形分類の判別のた

図－16 広島県呉市安浦町周辺の 

陰影起伏図 

図－17 平成 30年 7月豪雨で発生した 

土石流の流下経路（赤線）と陰影起伏図 
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めの資料として治水地形分類図が推奨されています。各機関の防災担当者は、河川堤防の耐

震点検の基礎資料に、一般の方は宅地建築の地盤確認資料に治水地形分類図を活用いただけ

ます。 

 

2）人工改変地形と滑動崩落 

1995（平成 7）年の兵庫県南部地震や 2011

（平成 23）年の東北地方太平洋沖地震など

において、谷や沢を埋めた宅地造成地や傾

斜している地盤上に盛土した大規模な宅

地造成地に、地震動による「滑動崩落（か

つどうほうらく）」という現象で家屋に損

壊を与える災害が多発しています。 

この滑動崩落とは、盛土に地滑り的変動

が生じることをいい、盛土と地山との境界

面や盛土内部を滑り面とする現象のことをいいます。図－19は、傾斜地における盛土･切土

の模式例を示したものですが、一般的に切土地は地山の地盤を切り取って造成する土地のた

図－19 傾斜地の盛土･切土の模式例 

（小泉･阿部（2014）を編集･追記） 

図－18 関東地方の液状化被害と地形分類の関係 

（地形別発生割合とは、図中の治水地形分類図と液状化発生地点を比較して、どの地形上

で液状化が発生したかの割合を算出したもの） 
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め地震の揺れには強いですが、盛土地は地山の傾斜地に土を盛って造成する土地のため非常

に強い地震の揺れがきた場合、崩落する可能性があります。 

また治水地形分類図は、自然地形と人工地形を分けて作成しています。自然地形は、改変

されていない土地が写っている古い空中写真を判読して地形を取得しており（図－20）、人

工地形は最新写真の判読、併せて標高データも利用して切土地や盛土地の地形を取得し、自

然地形の上に重ねて表示しています（図－21）。治水地形分類図の縮尺レベルは 25000 です

が、国土交通省が推進する「大規模盛土造成地の滑動崩落対策」の変動予測調査の基礎資料

として十分に活用できるものです。 

 

 

3.4 自然災害の被害の軽減と治水地形分類図の利活用 

国土地理院では、活断層の位置情報や土地の自然条件などの防災地理情報を整備・更新し

ています。この防災地理情報の一つに治水地形分類図があります。 

治水地形分類図の地形特性情報は、水害、土砂災害、地震災害などの自然災害に対する災

害リスクを多面的にとらえることができます。この地形特性情報を読み替えることで、いろ

いろな自然災害の災害リスクを検討することが可能と考えます。 

近年、気候変動による豪雨の頻発化・激甚化が一層進み、これを見据えた「事前防災対策」

が叫ばれています。堤防やダムの建設などによるハード面での治水対策を進めるとともに、

自分の住んでいる場所が、「どのような土地（地盤）なのか」「どのような自然条件を持って

いるのか」「どのような災害が起こる可能性があるのか」「どうすれば被害を最小限にするこ

とができるのか」といった防災に対する意識を平時から持っておく必要があります。それら

を知ることのできる地形分類は重要な基礎情報といえます。自然災害に対する被害の軽減の

ために、治水地形分類図を利活用していただければ幸いです。 

 

  

図－20 人工改変前の自然地形取得の例 図－21 盛土地、切土地の取得の例 
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