
 

◆ 事業概要

18 

Ｎｏ．16  カヤの木沢 砂防事業

 

１．概要 

１）全体の概要

ア）県では、平成 30 年度末までに全体 1148 渓流のうち、388 渓流を砂防指

定地に指定しており、土石流災害から下流部の人家・公共施設等を守るた

め、砂防堰堤・渓流保全工を整備している。

イ）カヤの木沢の当該事業箇所は、湯河原町宮下に位置し、二級河川千歳川に流

れ込む流域面積 0.4ｋｍ２、平均渓床勾配１／５の土石流危険渓流である。

ウ）上流域は山腹斜面が急峻で、渓流には崩壊した土砂や転石など、不安定土砂

が厚く堆積しており、豪雨により土石流となり下流域に流下すると、人家や

公共施設等に甚大な被害を及ぼすおそれがあるため、砂防堰堤等を新設する

ことにより、土石流による土砂災害から、住民の生命、財産及び生活環境を

守る。

２）評価対象事業の概要

ア）評価対象事業は、新設した砂防堰堤１基である。

イ）カヤの木沢では、平成16年度の台風22号に伴う土石流による災害が発生し

た。

ウ）カヤの木沢付近には、貴重な動物が生息していること、地元住民が井戸等に

より地下水を利用していることから、これらに対する配慮が必要であった。

エ）評価対象事業は、平成14年度に測量に着手し、平成26年度までに砂防堰堤

工事が完了した。

３）評価対象事業の位置づけ

ア）県の計画：ａ）かながわグランドデザイン実施計画  主要施策・計画推進編

  「１主要施策  （1）政策分野別の体系 Ⅱ安全・安心」 

  「１大規模な災害への対応力の強化」 

  「（1）災害に強いまちづくり」に位置づけられている。 

 ｂ）神奈川県地域防災計画（風水害等災害対策計画）  

  「第２編 風水害対策編 第１章 災害に強いまちづくり」 

  「第９節 土砂災害対策」  

【参考】  

○かながわグランドデザイン実施計画  主要施策・計画推進編

○神奈川県地域防災計画（風水害等災害対策計画）

【事後評価】 
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Ｎｏ．16  カヤの木沢 砂防事業

２．事業の経緯や必要性 

１）経 緯

・平成14年度：全体計画認可、測量着手

・平成15年度：動物、地下水等に関する環境調査

・平成16年度：台風22号に伴う土石流により災害発生

湯河原町議会が県に砂防堰堤整備の要望書を提出  

学識経験者による土石流対策総合検討会を設置  

・平成18年度：砂防指定地告示（１回目）

全体計画変更認可（１回目）  

・平成19年度：用地買収開始

・平成21年度：砂防指定地告示（２回目）

・平成22年度：砂防堰堤本体工事開始

・平成23年度：全体計画変更認可（２回目）

・平成26年度：砂防堰堤本体工事完了

２）必要性

ア）不安定な土砂が、降雨に伴い崩壊し、土石流の発生が懸念されていたことか

ら対策が必要であった。

イ）既存の水路工があるのみで、堰堤については未整備であった。

ウ）平成１６年の台風２２号に伴う豪雨（総雨量 234mm、時間最大 67mm/h）によ

り、上流域で山腹崩壊が発生し、その土砂が下流まで流出したことで、町道

の通行止め、暗渠の閉塞や人家への土石流による被害が発生した。

３．事業の目的 

砂防堰堤を整備することで、土石流による土砂災害を防止し、人命、財産及び生

活環境を守る。  

４．事業の内容 

１）事業箇所：足柄下郡 湯河原町 宮下地先

２）指定地面積：1.386ｈａ

３）主な工種：砂防堰堤工 １基

４）施工規模：堰堤工 高さ13.5ｍ 延長56.6ｍ 体積4,649m3

５）保全人家：56戸

６）保全施設：湯河原小学校（要配慮者利用施設）、五所神社

県道７５号（湯河原箱根仙石原）、町道２号 

７）全体事業費：731百万円

８）事業期間：平成14年度～平成26年度

５．事業実施にあたって配慮した項目 

  本渓流においては、上流域に貴重な動物が生息していることや地元住民が井戸等

により地下水を利用しており、事業に対して地元住民から生物環境や水環境への配

慮の要望があった。そこで、学識経験者等による検討会を設置し、自然環境調査等

の結果も踏まえながら、砂防堰堤の整備方法、環境への配慮手法について検討を行

った。その結果、砂防堰堤計画位置の決定、施工中の動物のモニタリングや既設井

戸の観測調査、新たな代替井戸の設置を行うことで、事業着工について住民理解が

得られた。

【事後評価】 
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③ 社会経済情勢の変化

ア）人口

・湯河原町全体の人口は、平成26年は26,764人、平成31年は25,220人とな

っている。また、本事業箇所である宮下地区においては、平成26年は4,529

人、平成31年は4,198人であり、いずれも減少傾向となっている。

イ）観光

・湯河原町全体の年間観光客数は、平成26年は3,634千人、平成29年は

3,309千人であり、減少傾向となっている。

④ 関係する地方公共団体等の意見

事業完了後、町や地元からの更なる要望等は無い。

○対応方針（案）

本事業では、堰堤の整備完了後、土石流は発生していないものの、今後、土石流

発生時に効果が十分に見込まれることから、現時点では特段の改善措置の必要性は

認められず、従って事後評価を再度行う必要はない。  

○今後の取組み

①ソフト対策事業との連携

当箇所は、土砂災害警戒区域の指定が完了しており、土砂災害に備えて、湯河原

町が進めていく警戒避難体制と連携し、ハードとソフト一体で土石流による災害を

防止する。  

②適切な維持管理の実施

定期的なパトロールに努め、上流からの土石流が発生した場合には、土砂の除去

といった、堰堤の土石流捕捉機能の回復を図るなど、維持管理に努めていく。ま

た、定期的に施設点検を行い、砂防堰堤に変状（ひび割れ、堤体破損、摩耗等）が

見られた場合は、点検結果に応じて補修等の対応を行う。  

○他の事業のあり方や、評価手法の見直しに活かせる事項

着工前に確認された貴重な動物の生息や地下水の利用といった生物環境、水環境

への配慮について、検討委員会を設立し、対策方法を検討したことにより、環境に

十分配慮した事業を実施できたことから、他事業においても参考になるものと考え

る。  

Ｎｏ．16  カヤの木沢 砂防事業

費

用

対

効

果

等  

事業期間 事業化年度 H14年度 用地着手 H19年度 供用年度 （当初）H20年度 事業期間変動率 

1.85倍 砂防指定地告示 H18年度 工事着手 H22年度 （実績）H26年度 

事業費 再評価時 （名目値） 6.4億円 実績 （名目値）  7.3億円 事業費変動率（実質値） 

1.74倍 （実質値）  7.0億円 （実質値）  12.2億円 

事業期間・事業費変更理由 地元からの環境配慮に対する要望について、学識経験者による検討会を設置し、地元の

理解が得られる方法を検討することに時間を要したことから工事着手が遅延した。また、設

計精査により事業費が増加した。 

（再評価時） 

費用対効果分析

結果 

Ｂ/Ｃ 

 5.10 

総費用  7.0億円 

内訳）事業費  7.0億円 

総便益  35.5億円 

内訳） 便益  35.5億円 

基準年  

Ｈ22年  

経済的内部収益率（EIRR）  － 

（事後評価時） 

費用対効果分析

結果 

Ｂ/Ｃ 

5.54 

総費用  13.1億円 

内訳）事業費  12.2億円 

維持管理費  0.9億円 

総便益  72.7億円 

内訳） 便益  72.4億円 

残存価値  0.3億円 

基準年  

R１年  

経済的内部収益率（EIRR） 27.1％ 

事業遅延による費用・ 

便益の変化と損失額 

費用増加額 0.0億円 便益減少額 9.1億円 損失額  

9.1億円  

■上記便益に算定されていない効果

ア）防災

・本堰堤は、堰堤間近まで道路が整備されており、砂防設備の必要性を県民に

伝えるためのＰＲの場及び防災教育の場として活用することで、県民の防災

意識向上や砂防事業への理解を得ることができる。

・緊急輸送路である県道75号及びそのバイパス的機能の町道の寸断を防止する

ことにより、人員や物資等の輸送ラインを確保できる。

イ）安全・安心・利便性
・本事業を実施することにより、土石流による被害を防止できるため、地域

住民の土砂災害に対する日々の不安が軽減される。
・土石流に伴い発生する土砂が下流の千歳川へ流れ込み、河道が阻害されるこ

とにより発生する河川の氾濫を防止できる。

① 費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化

平成２２年度の再評価時と事後評価時（今回）では、適用基準が異なり、人身被
害（精神的損害額）、応急対策費用（清掃や土砂撤去等）を計上したことや資産評
価単価、デフレータ等の変化により費用対効果は変動した。

○適用基準等
・平成２２年度再評価時

「土石流対策事業の費用便益分析マニュアル（案）平成12年2月」
・事後評価時（今回）

「土石流対策事業の費用便益分析マニュアル（案）平成24年3月」

② 事業の効果の発現状況

砂防堰堤の整備により、土砂災害に対する保全人家及び要配慮者利用施設を含む
保全施設の安全度が向上した。  

【事後評価】 

整備前 整備後
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