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１．はじめに 
我が国は既に人口減少下にある 1)が，今後更なる

人口の減少及び少子高齢化の進展が予測されてい

る 2)。今後の土砂災害対策に係る様々な施策や技術

開発は，こうした社会条件の変化を見据えて実施す

る必要がある。しかし，土砂災害の発生箇所の人口

減少，少子高齢化の進展等を分析した研究はこれま

で見られない。

そこで本研究では，今後の土砂災害対策の施策や

技術開発を検討するための前提条件となる，土砂災

害発生箇所の社会条件の将来の変化を把握するこ

とを目的として，土砂災害発生箇所の人口と高齢化

率の推移について分析した。

２．調査方法 
本研究では，近年土石流災害が発生した箇所の土

砂災害警戒区域内における，2015 年から 2045 年ま

での人口及び高齢化率の推移を整理した。

その上で，2015 年比の人口割合，高齢化率の推

移，及び全国平均との比較から，土砂災害発生箇所

の社会条件の変化の特徴を分析した。

2.1 調査の対象とする土砂災害発生箇所 

調査対象の土砂災害発生箇所を決定する為，まず

2015 年から 2019 年までの 5 年間に国土交通省に

報告された土石流災害発生箇所から，人的被害もし

くは住家被害が発生した箇所を抽出した。その上で，

報告された緯度経度の情報や箇所名からその位置

を特定することができた箇所を，調査の対象とした。

調査対象の土砂災害発生箇所は，32 都道府県 100
市町村（4 政令市を含む）に所在する 434 箇所であ

る。

2.2 人口推移と高齢化率の推定

土砂災害発生箇所の人口は，434 箇所の土砂災

害警戒区域（以下「警戒区域」）の情報を国土数値

情報から入手した上で，国土交通省国土政策局作

成の 500m メッシュ別将来人口推計 3)で示されて

いるメッシュと土砂災害発生箇所の警戒区域が重

複するメッシュを抽出し（図-1），メッシュ内の人

口を集計した。人口推移の推定は，メッシュ別将

来人口推計の基となっている地域別将来推計人口

（平成 30 年推計）4)が推計期間としている 2045
年まで，2015 年から 5 年おきに行った。高齢化率

は，集計したメッシュ内の年齢階級別人口を用い

て，総人口に占める 65 歳以上人口の割合として求

めた。高齢化率の推定は，2020 年から 5 年おきに

2045 年まで行った。 
土砂災害発生箇所と比較する全国の将来人口と

高齢化率の推計値の算出は，日本の将来推計人口

（平成 29 年推計）2)の出生中位（死亡中位）推計

における総人口と 65 歳以上人口を用いて行った。 
なおメッシュ別将来人口推計において，試算の

結果総人口が極めて少ないメッシュは総人口及び

男女別人口のみ公表され，年齢別人口は近接のメ

ッシュに合算し，秘匿する処理（以下「秘匿処

理」という）が行われている。この為，2045 年ま

での間で警戒区域に係る人口データメッシュの全

てで秘匿処理が行われた計 50 箇所では，秘匿処理

が行われた年以降は高齢化率の計算が行えない。

図‐1 人口データメッシュの抽出方法 

３．調査結果 
3.1 2015年比人口の平均値，高齢化率の推移 

土砂災害発生箇所全体の 2015 年比人口の平均値

の推移と全国の2015年比人口の推移，及び2020年

以降の土砂災害発生箇所全体の高齢化率の平均値

の推移と全国の高齢化率の推移を図-2 に示す。 

図‐2 2015 年比人口と高齢化率の推移 
土砂災害発生箇所全体では，今後 2045 年まで概

ね一定の割合（約 10%／5 年）で人口が減少し続け

る結果となった。また，高齢化率は 2035 年まで上

昇し続けるものの，その後は横ばいとなった。2045
年の 2015 年比人口割合は，全国では 83.7％になる

と推計されている一方で，今回調査の対象とした土

砂災害発生箇所全体では 48.6％となり，全国平均よ
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りも格段に速いペースで人口減少が進む可能性が

推定された。また高齢化率は，2045 年には全国平均

では 36.8％程度であるが，土砂災害発生箇所の平均

では 52.5％となった。2020 年時点と同様に，土砂

災害発生箇所は全国よりも高齢化が進行している

状態が継続し，かつ土砂災害発生箇所の警戒区域内

人口の半数以上が高齢者になると推定された。

3.2 2015 年比人口割合別の土砂災害発生箇所数の

推移 

土砂災害発生箇所を，各年における 2015 年比の

人口割合別に集計し，その数の推移を図-3 に示す。 

図-3 2015年比人口割合別箇所数の推移 
2030 年以降，2015 年比人口が 50%を下回る箇所

が増加し始め，2045 年には半数以上の箇所で 2015
年比人口が 50%を下回る結果となった。特に，全体

の約 7.6%にあたる 33 箇所では，2045 年には人口

がゼロになると推定された。一方で，2045 年でも比

較的人口減少が進まず，2015 年人口比が 70%以上

と推定された箇所も 70 箇所（16.1%）あった。2045
年に推定される人口の状況は，土砂災害発生箇所に

よって大きく異なった。

3.3 土砂災害発生箇所毎の人口推移の違い 

図-3 より，2045 年の 2015 年比人口が箇所によ

り大きく異なったため，土砂災害発生箇所の中か

ら関東地方の１県 3 市に所在する 9 か所を抽出

し，2015 年比人口の推移の違いを調査した。その

結果を図-4 に示す。

図‐4 ある自治体（県）内の箇所別 
2015 年比人口割合の推移 

2040 年には人口がゼロになると推定される箇所

がある一方で，2045 年の人口が 2015 年比で 90%
以上であると推定された箇所（箇所 a）もあった。

2045 年までに人口がゼロになると推定された箇所

h と i は，2015 年時点で既に人口が一桁と少なく，

県庁から 50km 以上の場所に位置する箇所であっ

た。一方，2045 年でも 2015 年比の人口が 90%以

上あると推定された箇所 a は，2015 年時点で数百

人規模の人口があり，県庁から約 20km に位置する

箇所であった。

また，2020 年以降ほぼ一定の割合で人口が減少

する箇所がある一方で，ある年を境に急激に人口が

減少する箇所があるなど，その減少の仕方には違い

がある。これらの違いは，当該地区内に 2015 年時

点で居住する住民の年齢構成や転入人口の違い等

に起因するものと考えられる。 

４．考察 
土砂災害発生箇所では，全国の平均よりも人口減

少、高齢化とも早い速度で進む可能性がある。また，

土砂災害発生箇所の将来の人口推移は，箇所の地理

的特徴や現在の人口，年齢構成に応じて，異なる可

能性があると推定される。

現在全国の市町村では，都市再生特別措置法に基

づく立地適正化計画の策定が進められている。今後，

立地適正化計画に定められる居住誘導区域等に

人々の居住域が移行していくこと等により，土砂災

害発生箇所の社会条件の地域差は，拡大することが

考えられる。また，高齢化率が極端に高くなる地域

では警戒避難や土砂災害発生後の自助，共助体制に

も自ずと限界があるものと考えられる。

気候変動に伴い増大する土砂災害から国民の生

命等を保全するため，今後も土砂災害対策に係る

様々な施策や技術開発等を進めることが必要であ

るが，その際には，上述の様な社会条件の変化が生

じるとの認識の下，対象とする土砂移動現象の発生

確率やその規模，ハード対策とソフト対策の組み合

わせ方等を考えていく必要があると考えられる。 

５．おわりに 
本研究では，人口及び高齢化率に着目して土砂災

害発生箇所の社会的条件の将来変化を推定したが，
今後の土砂災害対策に係る施策等を検討する際に
は，この他にも公共施設や交通インフラの状況，産
業の立地等，様々な社会的条件の変化も踏まえるこ
とが望ましいと考えられる。
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