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「ふじあざみ」に掲載して
いる内容・データ等は、現
時点までに得ている調査結
果を基本にしています。
今後の調査等の進展によ

り、内容の一部または全部
に変更が生じる場合もあり
ます。

富士砂防事務所では、大沢扇状地砂防施設の見学案内を
随時実施しております。日本で最大級の砂防施設を是非一
度ご覧ください。晴れていれば世界遺産「富士山」が真正
面にどんと見られます。見学案内は平日のみの対応で５名
以上の団体とさせて頂いております。詳細については富士
砂防事務所（0544－27－5387）までご連絡願います。

●ご意見・ご感想・ご質問など、お気軽にお寄せください。

国土交通省中部地方整備局　富士砂防事務所

その他の取り組み

大沢扇状地　見学案内受付中

潤井川流路工周辺「フーちゃん公園」で上井出保育園児
（23人）が６月に植えたサツマイモを収穫しました。園児
たちは歓声を上げながら花壇から大きなサツマイモを掘り
出し収穫の喜びを味わっていました。

フーちゃん公園で収穫祭（11月11日）
６月28日に続き、本年２回目を開催しました。今回は
午前に安全パトロールを実施し、午後に富士労働基準監督
署、富士警察署の職員の方から講話をいただくなど安全対
策意識の高揚を図りました。工事、コンサル等の受注者、
発注担当職員、監督職員総勢約70人が参加しました。

工事安全パトロール・安全協議会（12月16日）
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11月9日㈯富士宮市民文化会館において、「サイエンスワールド」が開催されました。
この催しは、子どもたちに実体験から学ぶことの楽しさを味わえる機会を提供し、科学に対する関心を
高めてもらおうというもので、17の出展ブースとサイエンスショーが行われました。
富士砂防事務所からも「土石流ってなんだろう？」と題して土石流の模型実験装置により砂防施設の必
要性についてアピールしました。
土石流が家や車をあっという間に流してしまう様子を子どもたちが見て、砂防施設の果たす役割につい
てしっかり理解してもらえたものと感じています。

砂防施設の効果は大きいぞ！
富士宮「サイエンスワールド」で土石流実験

砂防施設の効果は大きいぞ！
富士宮「サイエンスワールド」で土石流実験

安全協議会

掘削が完了した大久保排水トンネル内の見学会を開催し
ました。こ
れから施工
される排水
パイプの説
明を行い、
参加者から
は規模の大
きい対策工
事に驚きの
声がきかれ
ました。

由比大久保排水トンネル見学（11月20日）
富士宮市スポーツ推進委員協議会が「第35回市民ゆっ
くりマラソン大会」を、今年は富士山世界遺産登録記念と
して大沢扇状地
で６kmコース、
４kmコースを
設定し実施しま
した。前日が台
風で実施が危ぶ
まれましたが当
日は快晴となり
盛況でした。

大沢扇状地で富士宮ゆっくりマラソン（10月27日）

工事安全パトロール

information information　お 知 ら せ　information information
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由比地すべり対策が南海トラフ巨大地震対策計画重点対策箇所に！！由比地すべり対策が南海トラフ巨大地震対策計画重点対策箇所に！！
平成25年８月、「国土交通省　南海トラフ巨大地震対策計画中間とりまとめ」が発表され、国土交通省
が総力を挙げて対応すべき７つの重要テーマと10の重点対策箇所が示されました。
その中で、富士砂防事務所が現在、静岡市由比地区において進めている由比地すべり対策事業が重点対
策箇所として挙げられました。
由比地区は、日本の大動脈である東名高速道路、国道１号、JR東海道本線及び情報通信網が集中して
おり、地震の揺れにより地すべりが発生した場合には、これらの交通等の大動脈が分断される可能性があ
ります。分断が発生した場合には、短期的には被災地への広域的な応急活動・緊急物資輸送に支障が生じ
るとともに、長期的に
は我が国全体の物流の
分断等による経済・産
業活動への悪影響を及
ぼすこととなります。
本対策計画では、地
震が発生しても致命的
な被害を受けない事前
の備えと、地震により
被災した場合でも、１
日も早い生活・経済の
復興につなげるため、
今後５年間で重点的に
由比地すべり対策事業
を推進することが示さ
れました。

由比地すべり対策事業は、地元関係者の皆様にご協力を頂きながら現在進めており、平成25年度末ま
での整備状況は下図、下表に示すとおりとなっています。
地すべり対策事業を行っている現場は急峻であり、工事に使用する農道の幅員も3mと狭小なため大型

工事用機械が使用できないなど厳しい作業環境下での事業ですが、今後発生が予想されている南海トラフ
巨大地震に備え、着実に事業を進めてまいります。

0 50 100(m)

排水トンネルの施工状況 深礎杭の施工状況サッタ峠から見た、事業区域と保全対象 地すべり対策工概略図
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