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１．地形と地質
1.1 地形と地質の関係

図-1.1 地形図（国土地理院発行，1:25,000地形図，寄居）
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図-1.3地質図(寄居図幅)

図-1.2起伏図(寄居図幅)
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図ｰ1.4 地形図（国土地理院発行，1:25,000地形図，浦和）
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図-1.5 起伏図(浦和図幅)

図-1.6 地質図(浦和図幅)

県庁

県庁

大宮駅

大宮駅

東浦和駅

東浦和駅

埼玉スタジアム

埼玉スタジアム



1.2 埼玉県の地形地質
１）規模による地形分類

表-1.1 規模による分類
地形区分 巨地形 大地形 中地形 小地形 微地形

スケール 1000km 100km 10km 1km 100m

成 因

地殻変動

(プレートテク
トニクス)

地殻変動

(プレートテク
トニクス)

地殻変動

・地質構造

岩層

気候

岩層

気候

土壌

営
力
と
地
形
種

河成地形 大規模な

平野

段丘・低地 扇状地

・三角州

自然堤防

・後背湿地

火山地形 火山 成層火山

・カルデラ

火口・溶岩
円頂丘

海成地形 海成段丘 波蝕棚

変動地形 大陸

・大洋底

弧状列島

・海嶺・海溝

山地

・丘陵地

断層崖

・地溝

撓曲崖



2）地形の分類

図-1.7 河川によって形成された地形とその分類



3）埼玉県の地形概要

図-1.8 埼玉県の地形区分図(堀口万吉，1980)



図-1.9 埼玉平野の地形区分(久保田鉄工「アーバンクボタ１９」）



①山 地：児玉・寄居・嵐山・越生・飯能より西の地域

最大標高2,475mを有する壮年期の山地。北西部には，北西ｰ南東

方向の地形的な凹地でもある山中地溝帯が分布する。山地に囲まれた

秩父盆地がある。

②丘陵地：寄居・嵐山・越生・飯能の東側の地域

秩父山地から東の平野へ突き出した形状を示し，北から南に大きく９つ

の丘陵地が分布する。全体に開析が進み，頂部が平坦になっている。

秩父盆地の中にも三つの丘陵地が分布する。

③台 地：本庄から東松山・川越に至る丘陵地の東側と，平野中央部のさいたま市付近

丘陵地に沿って分布する台地の多くは，主要河川の扇状地として形成

されたものである。平野中央部の台地は，台地の中を流下する小河川に

よって開析が進み，分離した台地が分布する。

④低 地：荒川及び利根川流域

縄文海進といわれる約8000年前の海水面が高かった時期に堆積した堆積物

から構成される。利根川流域では，地表面の平均傾斜率が0.3/1000と非常に

緩傾斜である。



3)地質の基礎

①地質時代

埼玉県地質図(山地・丘陵地)解説書

表-1.2 地質年代区分と
埼玉の地質

地質時代

258万



②岩石の分類

岩種 成 因 生成過程の違いや分類基準 岩石名 特 徴

火

成

岩

マグマが冷却され
て形成した岩石

浅い深度で冷却された

(冷却速度が速い)

流紋岩 白色で表面が模様のように見える

安山岩 灰色の地に白い斑晶がある

玄武岩 灰色の地に黒色鉱物が点在する

深い深度で冷却された

(冷却速度が遅い)

花崗岩 白色と黒色の鉱物がモザイク状になる

閃緑岩 モザイク状だが黒色鉱物が多い

斑レイ岩 全体に黒色で重い

蛇紋岩 油脂状の光沢がある

堆

積

岩

一度壊された岩石
の粒が集まって固
まったも

粒子の大きさが2mm以上 礫岩 「おこし」のような形状

粒子の大きさが1/16mm～2mm 砂岩 紙やすりや砥石のような形状

粒子の大きさが1/16mm以下 泥岩 見た目で粒子はわからない

生物の遺骸や水に
溶けた化学物質が
集まったもの

遺骸が集まり固結した 石灰岩 白っぽいものが多く，希塩酸で溶ける

SiO2が濃集した チャート 半透明でガラスのような割れ口を示す

火

山

砕

屑

岩

火山の噴火により
マグマと周辺の岩
石を巻き込んで形
成された岩石

粒子の大きさが256mm以上 火山角礫岩 軽石や岩片・火山ガラスなどが含まれ
る

粒子の大きさが64mm～256mm 凝灰角礫岩

粒子の大きさが2～64mm 火山礫凝灰岩

粒子の大きさが2mm以下 凝灰岩

変

成

岩

一度固結した岩石
が，熱や圧力で再
び溶けかけて固
まったもの

砂岩・泥岩が熱で再結晶したもの ホルンフェルス 黒くて緻密

石灰岩が熱で再結晶したもの 大理石 白色～半透明のモザイク状

火成岩や堆積岩が弱い圧力で再結晶したもの 片麻岩 縞模様を示す

火成岩や堆積岩が強い圧力で再結晶したもの 結晶片岩 一定方向にはがれやすい板状

表-1.3 岩石の分類



4)埼玉県の地質概要

図-1.10 埼玉県の地質図 (日本の自然と土地利用，Ⅲ関東）



①中古生界：秩父山地に分布

・ 秩父古生層（チャート・砂岩・泥岩・石灰岩）

・ 三波川結晶片岩（緑色片岩)
・ 白亜紀の堆積岩（凝灰岩・砂岩・頁岩）

②新第三系：丘陵・盆地に分布

・ 砂岩・泥岩・凝灰岩とその互層

③第 四 系：丘陵地と台地、低地に分布

・ 丘陵地 （第四紀更新世の礫層及びシルト層）

・ 台 地 （ローム層と礫層）

・ 低 地 （粘土層と砂層の組み合わせが，大きく２層ある）



東浦和駅県庁

大宮台地

荒川低地

（1/50,000地質図幅、大宮地域、地質調査総合センター）
図-1.11さいたま市付近の地質図、地質断面図
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5)活断層の分布

図-1.12 埼玉県周辺の活断層
(地震調査研究推進本部公表 算定基準日 2015年1月1日）







1.3 地形地質とその応用
1) 災害の分布と地域性

図ｰ1.13 埼玉平野における液状化履歴(角田1984,地質図は堀口1980)



2) 地形と予想される災害，及び建設工事での留意点

地 形 自然災害 建設工事で問題となる項目

山地・
丘陵地

山頂・山稜 崩壊 岩盤崩落，クリープ，リッピング

山麓斜面 崩落・地すべり 岩盤崩落，偏圧，クリープ，湧水

河 谷 土石流・崩落 洗掘，湧水

段 丘 段丘崖崩壊 崩落，湧水

低 地 扇状地 河川の側方浸食 被圧地下水，支持力不足

自然堤防 冠水・液状化 被圧地下水，土圧，支持力不足

後背湿地 内水・地盤沈下 土圧，支持力不足，圧密沈下

河川敷 河床変動・液状化 被圧地下水，土圧，支持力不足

表-1.4 地形と自然災害，及び建設工事における問題点



岩 種 特性・現象 内 容

火成岩 節 理 地表付近で冷却された火山岩は節理が発達する。節理は岩
盤の不連続面であり，崩落や転倒の危険がある。また，節理
中に地下水を含む場合もある。

深部風化 鉱物がモザイク状に集合した花崗岩類は，鉱物粒界に沿って
微小な亀裂が生じやすく，風化が深部まで達する。

堆積岩 スレーキング 特に，泥岩，凝灰岩に生じやすい。乾燥と湿潤の繰り返しに
よって，岩片が土状になる現象。膨潤性の粘土鉱物を含むこ
とで発生する。

面構造 堆積岩には層理面が発達する。層理面の傾斜角度や傾斜方
向によっては，斜面崩壊を生じる可能性がある。

溶 食 石灰岩で生じる。地下水中の炭酸によって石灰岩の主成分で
ある方解石が溶ける現象。石灰岩自体は堅硬だが，大きな空
洞が発生する場合がある。

変成岩 面構造 変成岩の中には片理面が発達する片岩，千枚岩，粘板岩な
どがある。これらの岩石の片理は剥離性が強く，傾斜角度や
傾斜方向によっては，斜面崩壊を生じる可能性がある。

表-1.5 分布する地質と予測される危険



２．人工地盤
2.1 埼玉県の人工地盤

・人工地盤・・・人の手で作られた地盤構造物のこと。

・人工地盤を材質で分けると、以下のものがある。
①コンクリート構造物
②鋼製構造物
③土構造物・・・土を調整したもの。強度が小さい。

１９９０年代以降の関西国際空港建設や東京湾アクアライン建設で注目された。

令和３年８月に発生した熱海土石流災害の発生源としても注目された。

埼玉県に存在する土構造物は、主に以下である。
・道路や鉄道の盛土（高速道路、インターチェンジなど）
・河川堤防、ため池、ダムの盛土（スーパー堤防など）
・都市開発の盛土（住宅地、工業団地、商業施設など）
・山地、丘陵開発の谷埋め盛土（ゴルフ場、太陽光発電など）
・産業廃棄物処理や建設発生土処理に伴う谷埋め盛土

強度が高いが劣化する。｝



2.2 人工地盤の課題

人工地盤の課題・・・適切な管理（管理を放棄しない）

材質で分けると、以下の課題がある。
①コンクリート構造物
②鋼製構造物
③土構造物・・・地盤調査、変状点検管理→適切な対策

｝劣化調査→メンテナンス、長寿命化

埼玉県に存在する土構造物の留意点は、主に以下である。
・軟弱地盤上の盛土（圧密沈下、地震時液状化）
・盛土全般（大雨による崩壊、地震による変状、経年劣化）
・河川盛土（大雨による堤防決壊、地震による変状）
・谷埋め盛土（大雨、地震時の崩壊→土石流の発生源となる）
・産業廃棄物処理を伴う谷埋め盛土（漏水による環境汚染）

以上


