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22号台風による伊豆地方の林野被害について

若江則 忠

1.伊豆地方の概況

(1）地況

伊豆半島は，東西約 30km，南北約 50km，その面積14万ヘクタールであ

るが， 申央よりやや南よりに東西に 走る天城山脈によって南北に2分され

る。即ち，遠草山（1,197 m），万二郎岳（1,300m ), 万三郎岳（l,407m)

及び猫越峠（l,035m）を連ねる1,OOOm以上の高峯は，南に仁科川，那賀川

（駿河湾〉，青野JII，稲生沢川（相模湾南部〉，及び河津川，白田川（相模湾〉

を走らせるが，いずれも規模は小さし、。

北上するものには，猫越川，持越川， 長野JII，筏場川，大見川等があり，

本流狩野川に集まり田方平野を緩流して駿河湾に、注ぐ。

半島の基底をなす地質は第三紀層であるが，第三紀中新生の初期からの大

規模な海底火山活動の結果，まず猫越火山群が，次いで第四紀に至り天城山

群が噴出し， その噴出物が各地に熔岩流又は砕屑物として堆積し， その 中

に，処々凝灰岩，砂岩，石灰岩が介在する。主たる基岩は輝緑ひん岩，輝石

安山岩で， 局部的に玄武熔岩の露出も見られる。土壌は，筏場川上流の所謂

軽石地帯を除いて，一般に礁質壌土で腐植質を含み理化学的性質は良好とさ

れる。狩野川流域の低地は，沖積層の埴壌土からなり，半島唯一の田方平野

を形成する。地形は，中央部山岳地帯は急峻で，漸次下降するに従い緩容な
首狩忠吉3

丘陵地帯をなすが，南部地域が，天城山を要として扇を拡げる如く三方に河

川を分散させているのに対し，北部地域は，沼津市を要として，扇を閉じる

如く支流を集めて狩野川河口を作る点に，大きな相違点がある。

気候は，三方海洋に面して，黒潮の影響を受け，温暖で，冬期山頂に積雪

を僅かに見るだけで，年平均気温は 15°～17°C，降雨量は 2,000mm内外で

ある。
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(2）林況

地況の項で、述べたように伊豆半島は天城山系で南北に 2分されるので，以

下，天城山系の南部地域を南伊豆，北部地域を北伊豆と略称することとす

る。

林野率は，南伊豆で76%，北伊豆で65%を占め，温暖多雨の気象条件に

恵まれ林木の成育は良好である。

森林植物帯からすれば，暖借林（カシ帯〉に属するが，中央山岳地帯は温

帯林（ブナ帯〕に属し，天然生の成立樹種としては海岸線近くで，シイ，

カシ，クヌギ＼コナラを主とし，一部峯筋にはアカマツの成立が見られ，漸

次，標高を増すにつれ常緑広葉樹のi見交が減少し， 落葉広葉樹がこれに代

り，最上部では， プ守ナ， ミズナラ，モミ等が分布する。

人工林は，スギ，ヒノキ，アカマツ， クヌギ， ケヤキ等で明治 11年頃の

植栽にかかる優良造林地もあ志。

林木蓄積は， 1,700万石をこえ，内針葉樹が 1,200万石，広葉樹が 500万

石となっている。

所有区分としては， 林野面積総数 99千ヘクタールの内 21千ヘクタール

(22%）が国有林で中央山岳地帯に分布し，その蓄積は 657万石 〔総数の 38

%〉に達する。即ち，人工林面積は，国有林総面積の 85%と非常に高い比

率を示し，天然林の蓄積を加え平均ヘクタール当り蓄積は 310石となってい

る。

これに対し， 民有林は， その面積78千ヘクタール（78%）に及ぶが，蓄

積は 1,000万石余（62%〕で平均ヘクタール当り蓄積は 137石にすぎなL、。

これは人工林面積率が近時の造林熱の高揚もあって全国平均率（30%）をこ

える 42%（北伊豆 52%，南伊豆30%）を示しているが，その齢級配置J土，

幼壮齢林多く，適伐以上に属するものは僅かに 1割程度にすぎないことと，

過半を占める天然林が強度の伐採繰返しによりヘクタール平均 80右（南伊

豆で100石，北伊豆で 60石〉であることによるものである。

これを要するに， 気象， 地質条件とも林木の成育に極めて好適であるこ

と，消費市場に近接し，林産物の換金化が容易であることと，次に述べる私

有林所有規模の零細性が，このような林況のはげしい隔差を生ぜ、しめたもの

と思われる。
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(3）林業経営

民有林の所有規模は， 1ヘクタール未満の所有者が総数の 64%を占める

が，その所有面積は総数の 9.3%にすぎなし、。反面， 50ヘクタール以上の

所有者数は市町村を含め 1%に足らぬが，その所有面積は 30%をこえる。

これら森林所有者の大部分は，農業経世世帯で， 1戸当りの森林所有面積

は，南伊豆で約 3ヘクタール，北伊豆で0.8ヘクタール，いずれも短伐期の

薪炭林として経蛍するもの多く，木炭生産量は年間 180万俵（南伊豆 130万，

北伊豆 50万俵）である。素材の生産は，民有林で年間約 41万石（南伊豆 17

万石，北伊豆 24万石〉，国有林の生産量は 15万石である。

これに伴なう民有林の伐採量は，用材，薪材とも，それぞれの成長量を若

干上廻るが，造林面積は， 2,000ヘクタールに達し，用材林伐採面積 600ヘ

クタールをカパーするとともに，薪炭林伐採面積 2,450ヘクタールの約半分

を林種転換により人工林に切り換えつつあることがうかがえる 一（約 300ヘク

タールは原野造林）。

国有林は，旧御料林を引き継いだもので，模範的な経営が行なわれ，林相

よろしく，勿論伐採量は，成長量の範囲に止められている。

次に，林道の分布状況は下記の通りで，国有林の分布がかなり密であるこ

とが分るつもっとも民有林についても林道以外の市町村道，部落道がかなり

入り込んでいるので，所謂未開発林というのは少ないc

林道分布

国 有 林 民 有 手本
地 区

！路線数 ｜延 長 Im/ha ！路線数 ｜延

ロ1
町1

北 伊 豆 16 44,588 5.0 47 78,674 2.3 

南 伊 r;;_ 16 63,847 8.0 26 49,942 1. 5 

制限林は，北伊豆で7,500ヘクタール，南伊豆で 3,500ヘクタールとなっ

ているが，南伊豆の殆んどと北伊豆の半分が，富士箱根，伊豆国立公園の指

定地域にかかるもので，保安林は国有林になく，民有林では北伊豆に 4,000

ヘクタールを算するが，その過半は，昭和5年の駿豆震災に伴なう指定にか

かるもので大見川水系に多L、（土砂流失防備保安林〉。残りが水源滴養保安林



特集若江 ：22号台風による伊豆地方の林野被害について 55 

で， 三島市，伊東市，函南村に多く分布する。南伊豆には， 250ヘクタール

の水源泊養保安林がある。

2.伊豆地方における既往の災害

昭和5年の駿豆震災による被害が，最近 30年間における最大のものと見

られるが，このときの林i也被害面積は約 400ヘクタールで，被害額は 130百

万円（時価換算），主として山腹崩壊であったことは当然であるが， この復

旧には，昭和6～9年の聞に，約 150百万円の治山事業費が投入せられ自然

復旧と相侠ってその面影は殆んど残されていなかった。

戦後の災害としては，昭和22年， 23年， 28年， 29年の豪雨，台風によ

る被害があるが，いずれも規模は小さく，それぞれ，数年間で復旧されてお

り，今次の 22号台風による被災直前までの既存崩接i也は極めて僅かなもの

であった。即ち，昭和 32年度の治山事業費は，民有林 400万円， 国有林 150

万円で殆んど見るべきものがない。

3.台風 22号による林野関係被害

は）気 象 概 況

グアム島附近に発生した熱帯性低気圧は，9月21日9時，台風 22号とな

り，西進し， 22日午後，北上しはじめてから急速に発達し 24日午後 1時30

分，最低気圧 877ミリパールを記録した。最盛期の暴風（25m/S）半径は，

400～500 kmに及び，その最大風速は 70m/Sとしづ戦後最大の台風に発達

した。沖縄の東南東 650km附近に達した頃から進路を北東に変え，次第に

風速を増しながら東日本に接近し， 26日昼頃には潮岬の南東 200km附近を

毎時 50kmの速さで北東に進み，やや衰弱し中心気圧倒0 ミリパールとな

り，御前崎の南 80km附近に達した 26日夕刻頃から急に速度が落ち，毎時

20km位で北東に進み夜 10時， 伊豆南端をかすめ関東に上陸し急速に衰弱

していった。雨は， 25日の昼頃から降り 出し26日昼頃から強くなり， 特に

台風が最も近づいた午後7時から 11時頃までが一番強く， 湯ヶ島で時雨量

（午後9～10時） 120ミリを観iJtlJ, 降り始めてからの総雨量は，伊豆地方で

平均 200～300ミリ，天城山の北側斜面では局地的に 700ミリを越したとこ

ろもあった（静岡気象台資料〉。



56 水利科学第2巻 第5号 (1959)

即ち，台風の走向方向〈概ね宇久須～伊東ライ ン〉を長軸に，湯ヶ島を中心

とした雨量等高線は南北に楕円状に拡がり，持越川，大見川水源地域が 500

ミリ 閤内にあり，狩野川氾濫の主因となった。南伊豆では天城山南東区域が

やや少なくて 200ミリを示す外は山間部平均 300～400ミリの雨量があった。

(2）林野被害

林野関係被害の総括は次の通りであるつ

総額

a）治山 関係

新生崩壊 国有林 86.9ヘ クタ ール

民有林 431.7 fl 

施設被害民有林

b）林 道関係
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施設被害 ful有林 29路線 178 

民有林 43 fl 111 

c) 林産物関係 181 

風倒 木 30千石 30 

流失木 材 20 fl 50 

製 材工 場 37工場 74 

炭窯 580基 6 

木 炭 54千俵 16 

縦茸ぼた木 3千石 5 

a） 治山関係

新生崩壊による被害額が総額の 8割を占め，この地域の災害の特異性がう

かがわれる。

これを南，北伊豆に区分して検討すると次の通りである3

地 域 ｜悶，民有林別［崩壊箇所数 ｜ 崩 接 面 積 ［
I 1ヵ所当 り
｜ 平 均 商 積
I ha 

国 有林 ｜ 1, 161 68. 7 0. 06 
北 伊 豆 l 民 有 林 2,071 397.9 0. 19 

計 3,232 466.6 

国有 林 331 18.2 0.055 

南伊豆氏有林 144 33.8 0.234 

計 475 51. 0 

注 固有林と民有林の箇所の取り方には精粗の差があるが，一応併記しておく。
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面積の 9割までが北伊豆に集中し，就中，持越川，猫越川及び大見川流域

に圧倒的に多L、。北伊豆における崩壊地の100ヘクタール当り分布は，国有林

で平均 15ヵ所（0.9ヘクタール〕，民有林で5ヵ所（1.0 ヘクタール〉，南伊

豆では，同じく，国有林で4ヵ所（0.23ヘクタール〕，民有林で0.4ヵ所（0.1

ヘクタール〉となっている。

1ヵ所当りの平均崩壊地面積は，固有林で 0.06ヘクタール，民有林で 0.2

ヘクタールとなっており，概して，小規模で， 深さも 20～80cm程度のもの

が多い。発生地は，山腹に係るもの約6割，渓流，窪地に係るもの 4割と推

定され，その傾斜角は，25°～35°のものが一番多いようである。 形状は，

円形の剥落形と，溝状又は杓子状の押し出し形が多く見られ，慨して，疎放

な薪炭林と人工幼齢林に多発する傾向が見受けられた。

参考までに北伊豆（天城営林署管内）国有林内の崩壊地実態調l竺（東京営

林局調〉の結果概要を掲記すると次の通りである。

形状による分煩
箇所 % 

円頭形 411 36 

貝殻状 211 18 

溝 状 415 36 

樹枝状 15 1 

岸 月月 109 9 

地Jlj区分による分類
箇所 % 

山 腹 771 67 

容． t自 209 18 

渓 ）手u 174 15 

傾斜角による分類
箆所 % 

oo～20° 26 2.2 

21°～25° 95 8.2 

26°～30° 353 30.4 

31°～35° 413 35.6 

36°～40。 173 14.9 

41° 以上 101 8. 7 

方位角による分類
筒所

18_,rg N 219 

NE  318 27.4 
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N W  204 17.6 

E 104 8.9 

s 84 7.2 

S羽f 46 4.0 

w 45 3.9 

齢級による分類
箇所 % 

工 齢級 351 30.2 

II II 262 22.6 

宜【 II 129 11. 1 

IV～V II 253 21. 7 

VI～VII II 121 10.4 

四 以上 30 2.6 

その他 15 1. 4 

なお，これら 1,161ヵ所（68.7ヘクタール〉の崩壊による生産土砂量を

175千 mSと概算 (1ヵ所平均 150mりし，下流への流下量を約9万 msと

推定している。

今，かりに，この推計を民有林に面積比例的に適用すると，北伊豆，狩野

川水系の崩壊地から生産された土砂総量は，1,165千 d ，同じく流下土量を

約5割と仮定すれば， 582千 msと算定出来るO

崩壊発生の機構は，異常な集中豪雨により浸潤した林地の表層が，均衡を

失して崩落した極く普遍的な現象のように恩われる。

山腹崩壊の過半ば，6～8合目あたりにその頂点があり，中間流によ る崩

落と認められるものが多かった。

一寸変っているのは，筏場（大見川上流）地区の崩壊であるが，この附近

は，地況の項で記述したように熔岩の凝流と火山灰の堆積地で，古来，神代

杉の発掘が盛んに行なわれ，縦穴，横穴が四通し，溢れる流量がこの穴から

浸透し，ついに山を割さ，流路を変更したところであるが，現在は，シラス

の崖錐が突っ立ち，当時の物凄い景況を偲ばせている。

このよう な北伊豆，狩野川水系での集中豪雨は，多数の崩壊地を発生せし

める とともに，駿豆震災当時の堆積土砂を併せて下流に流送し，多量の流木

と棺侠って狩野川筋の橋梁を次々に押し流し，大災害の一因をな したものと

思われる。

伊東市背後の林地崩壊もかなり激しく，短くて狭い川筋は，乱流，拡大し
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多大の被害を与えた。

南伊豆の林地崩壊は，北伊豆に比べ，若干規模の大きいものがあるが，そ

の数は多くなL、。仁科川上流には，地すべり崩壊が見受けられた。一般に南

伊豆は，雨量の差もあったが，各河川が分散して流下するせいもあって，被

害は北伊豆と比べてかなり少なかったものといえよう。

ここで流木被害についてふれておきたし、。当初，流木石数は，田方平野に

充溢した木材類から推算し， 4万石をこすといわれたが，調査の進むにつれ

て，確認数量は次第に絞られ，概数2万石ということに落ちついた。内，狩

野川流域，各漂着地点で確認されたものは，用材 4,740石，破損材 9,283石，

計 14,023石で， 国有林材は， 山元で約 400石と推計されたが，下流で確認

されたものは，極く僅かであった。

b）林 道関係

林道被害の南，北伊豆別，国有，民有林別，概況は次の通りである。

地 域 Bリ 国有，民有林別
被害路 線 数
括弧内は箇所数 I 被害延長 Cm〕

国 有 林 15 (212〕 19,754 

ヰヒ 伊 豆 ｜ 民 有 林 32 (251〕 9,697 

計 47 (473〕 29,451 

国 有 林 14〔233〕 24,164 

南 伊 豆 ｜ 民 有 林 11 ( 41〕 1,061 

言卜 25 (274〕 25,225 

即ち，国有林林道の被害は，北伊豆で既設路線数の 94%，同延長につい

て44%，南伊豆で，同じく路線数の 87%, 延長について 38%と，非常に

高い被害率を示している。民有林林道は，北伊豆で， 路線数の 68%, 延長

12%，南伊豆で，同じく路線数 42%，延長 2% と， 脊梁地帯を占める固有

林の被害が甚大で，次いで北伊豆民有林林道の被害が大きし、。

これらは，先に述べた山腹崩壊に伴なう路体欠潰，河岸に沿う路体の流；

失，或いは，路体が流路となって欠損したもの及び橋梁の流失等による被害

であるが，国有林林道被害は，崩壊箇所の分布からして，相互に高い相関関

係があるようである。民有林林道は，昭和7～9年の時局匡救事業として開

設された小規模の薪炭林林道が多く ，渓流に沿うものの全面流失或いは野渓
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の押し出しによる欠潰等が多く見られた。

（δ）その他

治山施設被害は，駿豆震災復旧施設としての空練床国工が被災したもの，

逆に，既設工が堆積土砂をチェックして一応の効果を収めたと認められるも

のを散見したが，これによ って治山施設の効用を云々するとし、う 程度のもの

でないことは，施設の規模，経過年数からいって当然であろう。

直接，治山工事とは関係はないが，狩野川下流地域で屋敷林としてのケヤ

キが顕著な防災効果をあげているのを各所に見ることが出来た。

4.復旧対策と問題点

(1）治山関係

今次，伊豆災害の素因が異常な局地表雨にあったことは既に述べたと ころ

であるが，たまたま，林野庁で昭和 34年度以降の流域別治山妥当投資額を，

当該流域の生産所得，既往災害額に地形，地質ならびに気象条件を因子とし

て加え，一定方式で算定するとL、う方法をとりつつあるが，この方式による

伊豆地域の昭和34年度以降 10ヵ年間の治山妥当投資額は，予防治山を含め

約2憶と概算されている。これらを全国集計した 1ヵ年の平均投資額は 100

億余となり，昭和 33年度予算の 2倍となる。従って，現在の予算規模では，

少なくとも年 1,000万円の治山投資が望ましいということになるわけである

が，最近3ヵ年の当地域の治山事業費は400万円余で，かなり下廻っている

ことが分る。もっとも，妥当投資額といっても，一率的な机上計算方式であ

り，しかも漸く最近行なわれたもので，これをもって既往の過少投資を云々

することは当らぬとしても，将来の効果的な投資については，十分な検討を

つくす必要があろう。近時，予防治山の必要性が強調せられ，予算的にも逐

次増加しつつあるが，昭和 33年度の卒業費は僅かに 120百万円にすぎず，

将来，これが積極的な拡充を図るとともに，地質，地形学の助けをかりつ

つ，より効果的な施行箇所を選定してゆく必要がある。

国有林が，優良な林相と集約な経営を誇りつつも，なお，相当の被害を受

けたことは，生産性の高い林分が保全性も高いとし、う概念をこえて，価値生

産性の高い林分には，それなりに，人工的保全施設を補強的に設備する こと

が必要で、あろうことを示唆している。
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なお，さし当り，今次災害の復旧対策として，国有林では約3億，民有林

では約6億を全体計画とし，本年度内にそれぞれ， 25百万円（予備費）， 90 

百万円（補正予算入計 115百万円の復旧（主として渓間工事となる〉を実

施することとしている。

次に，建設省（砂防課〉との調整について述べると，静岡県庁内災害対策

本部で，土木部，林務部の調整を行なうとともに，両者の現地調査完了後，

沼津市で本省係官立会で，箇所別の調殺を行ない，更に，中央で最終的調整

を行なう等，数次の協議，接しょうを終え，修善寺より上流地域の主，支流

については，建設省の直轄砂防区域と予定し，更に分岐する脈川，漢流とこ

れに沿う約 300ヘクタールの山腹工事を林野庁（治山課，業務課〉で所管す

ることとなっTょ。

最後に，流木対策について一言したい。

林地からの生産素材は，搬出のため要所に集積されるが，この地点での流

失防止は，地:lfj，経費の点から困難であろう。豪雨に際して，素材流失が不

可避とすれば，渓流文は河川で防禦する以外に策がなし、。とすれば，豪雨予

報により中流地域に臨時の網場を設けるか，流木防止用の専用防柵を設ける

ことが考えられるが （この方法については，本誌第 1巻第 1号で名工大，橋本教授

が 「河川形態論」の中で述べておられる。 p61～65），その構造，設置箇所等につ

いては，なお研究の余地があろう。

蛇足ながら，流木が下流の農耕地に漂着した場合の処置については， 「水

難救護法Jと 「遺失物法」の両法に適切な条項がなく，関係地方公共団体が

その取扱いに苦慮した経緯に鑑み，適切な立法措置が要請されている。この

場合，流木防止のための施設と管理方法に関する具体的な規定がとり入れら

れることを望んでおきたい。

(2）林道関係

一般に，渓流沿いの低い位置にあった林道は，当然のことながら全面流出

の憂自にあった。林道の位置は，傾向として山腹を上りつつあるが，それだ

け延長が延びることとなり，勢い， －＼；！）取土量は増加する。この土砂を慣習的

に渓流に捨土することは，災害助長の一因ともなるので十分検討を加える要

があろう。

なお，林道の復旧と同時に治山工事を施行する必要がある箇所は，双方の
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技術者がよく協議して，一貫した設計の中で施行することが肝要であろう。

今後の問題と しては， 幼齢林の林地崩壊率が， かなり高かった事実に鑑

み，天然生林の伐採文はそのための林道開設が必要な場合は，伐採による林

地損傷と，林道開設による林地破壊とを十分考慮し，架線施設を活用する

外，必要に応じ自ら又は，治山事業の協力を得て予防的施設を設けること

が有効と思われる。

流木閉塞のことを考え，橋梁架設については， P•S コ ンクリートを活用

し，出来る限り橋脚を少なくする配慮も必要であろう。

(3）その他

下流平野地域では，河川改修，耕地整理事業と関連し，土地利用計画につ

いては，特に防災的考慮が払われるものと思われるが，樹木の防災的な効用

を十分発揚できるよう，併せ考究すべきである。水害防備的な林木の計画的

配備は，こんな大改修のときにのみ初めて可能であり，かっすこぶる効果的

であると思えるからである。

民有林総面積のなお過半を占める天然生薪炭林は，逐次， 林種転換により

人工林に切り換えられつつあるが，現在までの短伐期繰返し作業により地力

はかなり衰えているものと推定されるので，新しい植栽樹種の選定には十分

意を用いるとともに，地力恢復のための肥培管理等，管理部門における指導

に重点をおく必要があろう。このことは，保全的立場からも強く要請される

ところである。

これと関連して，今後の保安林，主として土砂流失防備保安林の配備につ

いても再検討を加え，保全と生産の調整を図ってゆくことも肝要であろう。

最後に，山地気象観測網の整備，拡充を図り，出水予報等に遺1感なきを期

することも必要であると思われる。幸い，気象審議会の答申に基づき，気象

庁も明年度以降，積極的な気象観測施設並びに通報機構の整備を促進される

と聞き及んで、いるので，これが成果を期待したし、。

5.むすび

伊豆災害の直後と，つい先日，狩野川流域を視察したまま，主として，東

京営林局と静岡県からの資料を手がかりに，以上の記述をした訳で、ある。

(1958. 12. 1.記〉 〔林野庁治山課長〉
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