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近年の土砂災害シリーズ

平成25年 7月28在島根県津和野町における
集中豪前による土砂災害
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1. はじめに

2. 災害をもたらした降雨の状況

3. 津和野町でユ発生した災害事例

3. I 名賀川流域で、発生した崩壊の地形地質の特徴

3.2 名賀川｜流域で、発生した土砂災苦手の事例

4. おわりに

自

はじめに

王子成25(2013）年 7月28日，島根県津和野町や!lJ口県萩市須佐周辺におい

て，局地的に非常に激しい悶が｜添った。 7月288の日雨量は，島根県津和野で

観測史上 l位となる38lmm/day，山口県須佐で、35lmm/day，山口県徳佐で

324mm/dayが記録された。また， lH寺間降水最は，山口県萩市須佐で

138. 5mm/ hrの括支！！な雨が降り，観測史上 lf立を更新した。この大柄により，

島根県津和野町で行方不明者 I名，山口県萩市で死亡者 2名，行方不明者 l名

の犠牲者が生じた。島根県の津和野JI！，名賀!II，山口県の須佐）, ，，多摩川，

津川においては，支!IIの中小河JIIが氾濫し，堤i坊の破堤や護岸の損協が相次
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ぎ，家屋や農地が流失・浸水した。また，ため池の決壊，道路法面の崩落，

JR山口線の地福 徳佐間， 山陰本線の須佐 奈古聞の路線が被災し不通にな

るなど交通機関にも大きな被害が生じた。山間地においては，崩壊や土石流が

多発した。

気象庁は，今後極端な気象現象が増えると予測している。今回の災害を引き

起こした豪両も極端な気象現象の典型例と考えられ 災害の被害を記述してお

くことは重要である。本稿では，平成25年 7月28日に発生した土砂災害のう

ち，特に島根県津和野町で発生したものについて，現地調査に基づく結果を報

告する。

2. 災害をもたらした降雨の状況

災害の発生した 7月28日の日雨量の分布I）を図 1に示した。なお，雨量の値

はAMeDASによる。日雨量のピークは島根県津和野町津和野， 山口県萩市須

佐の 2カ所の観測点付近にあり ，それぞれ38lmm/day, 35lmm/ dayが記録

w~＇ 
s 
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図1 7月28日の日雨量の分布と災害発生位置

（気象庁資料I）に加筆）
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図2 50年確率雨量の分布 （気象庁資料2）に加筆）

されている。図 l中の．は，斜面崩壊や洪水被害の発生位置を現地踏査の際に

GPSで記録したものである。被害の発生した場所は，降水量の多かった場所

周辺に分布し，概ね雨量が250～ 300mm/day以上の場所で発生している。

甚大な被害が発生した津和野町や須佐地区は，地域の住民には「雨の多い場

所ではないが，時々大きな両が降る」と認識されている。気象庁が公表してい

る50年確率雨量（24時間雨量）の分布2）を示した図 2によれば，災害が発生し

た津和野，須佐地域の周囲には， 50年確率同量が300～350mm程度の場所が

多くあるが，津和野，須佐の50年確率悶量はそれぞれ，津和野259mm，須佐

267mmであり，周囲よりも50～lOOmm程度少なく ，比較的豪雨に見舞われ

ていない地域であることが分かる。また， 7月28日の津和野，須佐の総雨量の

再現期間は，津和野157.4年，須佐175.1年であり ，この地域では稀な豪雨であ

ったことが分かる。

平成田年 7月28日に津和野，名賀，須佐で観測された時間雨量と連続雨量を

図3に示した。なお，津和野，須佐は気象庁 AMeDAS観測値，名賀は島根県

の観測値による3）。 また，土砂災害の被害が甚大で、あった名賀の測定値は 7月

28日10時を最後に，以降は欠測している。

津和野観測点では，午前 2時頃から雨が降り始め， 3時から 7時にかけ

40mm/hrを超える雨が4時間続いたのち20mm/hrと一旦雨量が少なくなる。

しかし午前 9時頃から再び強くなり， 9時から 10時にかけて39.5mm/hrの

水利科学 No.337 2014 
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平成25年7月28日の時間雨量と連続雨量

雨量が記録されている。最終的に連続雨量は38lmmとなる。

津和野町で最も被害の著しい名賀地区では，午前5時から 7時にかけて

60mm/hrを超える雨を記録している。特に 5時から 6時には92mm/hr （再現

期間415.2年以上）と非常に強い雨を記録している。その後，一度雨は弱まる

が，午前 8時から 9時頃に70mm/hr程度の雨を記録し， 7月28日10時までに

連続雨量4llmmを記録し，その後欠測となる。名賀地区の住民の話によれ

ば，土砂災害が発生したのはこの 2度目の降水ピーク頃で，欠測時刻とも概ね

合致する。

津和野観測点で、降雨が強かった 午前 3時から10時までの 7時間における雨

量の再現期間は， 415.2年となる。名賀地区は過去の両量データがないので再

現期間を求められないが，津和野よりも雨量が多いため，再現期間は津和野よ

りも大きい値になると考えられる。

水利科学 No.337 2014 
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須佐観測点では，津和野の 2持間遅れの午前 4U寺墳から時が降り始め， 9H寺

過ぎより強くなり， 10時から 12時の 2時陪にlOOmm/hrを超える雨量が記録

されている。特に12持から 13時の 1時照に記録された降水量138.5mm/hrは

AMeDAS須佐の観測史上 11立を更新し 再現期間996.7年に一度の降雨に相

当する非常に強烈な雨であった。

今回の災害の雨量の特骸は次のようにまとめられるが，いずれの地点におい

ても数百から千年近い再現嬬関であり，たいへんな豪前であったことが分か

る。

1. この地域では，それほど雨量の多い地域ではない津和野，須佐で， 10日間

の無｜浄水認が続いた後に集中豪雨が発生し災害が発生した。

2. 山口県須佐では，ピークが 1つで，再現期間が約 1000年に相当する

lOOmm/hrを超える雨量が2時間にわたって発生した。

3. ；卒和野町名賀地区の災答は，干写現期潤は415.2年j:)

る時間F隠f量40mm/hr‘～90mm/hr‘の！泳雨がi祈続的に最｛正5持防続き発生し

？こ一。

3. 津和野町で発生した災害事例

津和野町では，土石流による行方不明者 l名，重傷者 1名の人的被害が生じ

た。また，住宅被害は，全壊9戸，床上浸水12戸，床下浸水44戸，農地浸水

12.3ha，鉄道流失4kmの被害が生じた針。

津和野川が流れる津和野市街では，写真 lに示すような洪水による氾濫，浸

水なども発生したが，山口県の須佐J11，多摩川で発生した洪水浸水被害に比べ

れば，比較的軽微であった。津和野町で発生した災害の中でも特に被害が激甚

であったのは津和野JII支流の名賀川流域で，出水による河道付近の被害に加

え，土砂災害が顕著で、あった。ここでは，名賀地区の土砂災害について報告す

る。

3.1 名賀Jll流域で発生した崩壊の地形地質の特徴

i宇和野I汚名賀の災害直後の綾子を写真2に示した。空中画像は国土地理院の

公開している図像を用いている。写真中央を流れる川は名賀川で，馬蹄形ある

いは線状に見える自色の部分が今屈の災害で発生した崩壊や土石流を示してい

水平立科学 No.337 2014 
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写真 1 津和野市街の太鼓谷稲成神社前護岸の破損の

様子

写真2 津和野町名賀の災害直後の様子 （国土地理院の公開図像を一部修正）

る。名賀川周辺で崩壊や土石流が多発しているのが分かる。

名賀川周辺で発生した崩壊を 国土交通省作成の 5万分の l縮尺の表層地質

図4）上にプロットしたものを図 4に示した。図中の．は崩壊の位置を表してい

る。名賀地区の被害が最も激甚で、あった地域では，崩壊が215カ所で確認され

た。崩壊は，流紋岩地域で多く発生している。また，断層や地質境界周辺で発

生している傾向がある。加えて，図中では地形に影が付いている向きの斜面で

崩壊が多く発生している。図中の名賀の流紋岩地域では，この影の付いた向き

水利科学 No.337 2014 
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図5 各地質の崩壊発生数
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安山岩

の斜面は流盤となっている。崩壊の多くが流盤側で発生していることが分か

る。

GISを用いて崩壊発生場所の地質を抽出し地質毎の崩壊発生数を図 5に

集約しまとめた。なお，地質の区分は先の 5万分の l縮尺の表層地質図の区分

に従っている。崩壊の発生した地質は，流紋岩質岩（Ry）が170カ所と全体の

80%を占めた。その他，頁岩 （砂岩・珪質岩を含む。 ms）が22カ所と全体の

I割を占めた。同様に， GISにより崩壊の発生した斜面の勾配を求め，斜面勾

水利科学 No.337 2014 
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図6 斜関勾配線の崩壊発生数

配毎の崩壊発生数を顕 6のヒストグラムにまとめた。崩壊は斜面勾配30°以上

の斜面で183カ月庁発生しており，全体の85%を占めた。

このように，名賀地区で発生した崩壊は，斜面勾配30。以上の流紋岩を地質

にもつ斜面で多発した。なお，森林簿を持たないので，林齢と崩壊発生数の関

係については解析していないが，写真 2に示した空中画像を見ても分かるよう

に，伐採跡地や若齢林で崩壊が多発した傾向が読み取れる。林齢と崩壊との関

係については，これを数値化するのは今後の課題としたい。

3.2 名賀Jll流域で発生した土砂災害の泰j?IJ

名賀JII流域で発生した土砂災害のうち，特徴的であった写真2：①～⑤に示

した場所で発生した土砂災害を取り上げて詳細を報告する。

( 1) 津和野町名賀由井で発生した土石流（写真2：①）

津和野l耳］名賀白井で発生した土石流の様子を写真 3, 4に，また，土石流の

上流で発生した崩壊の様子を写真5に示す。これらの崩壊は，昭和30年代の森

林が多く伐採されていた時代に発生していた表層崩壊に類似し森林の伐採跡

地の 0字谷で発生したものである。付近の表層地質は流紋岩であり，崩壊の発

生した斜面の勾配は30～40。程度である。各谷で＇ Jjl高10～20m程度の，土層）享の

薄い表層崩壊が発生し，土お流化して流下している。また，土石流は谷の出口

で合流し，名賀JIIまで到達した。その過程で＼水田に土砂を堆積・侵食させる

水利科学 No.337 2014 
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写真4 土石流堆積物による民家の埋没の様子 （写真2 ①）

とともに民家，道路を埋没させた。この沢は，日ごろから低水時においても表

流水があり，道路上の堆積土砂を撤去した後に幅 lm程度の排水溝が現れた

（写真 6）。 他の災害地でよく見かけることだが，この災害でも，平常時は排水

溝の幅 lm程度の排水流量しかない谷から 大流量の洪水流と多量の土砂が

出たことが分かる。

水利科学 No.337 2014 
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写真5 津和野町名賀白井の土石流の上流の崩壊群の様子 （写真2 ①）

写真6 土砂の撤去後に現れた排水溝 （写真2 ①）

(2) 津和野町名賀白井で発生したJR山口線の被害（写真2・②①）

津和野町名賀白井で発生したJR山口線の被害を写真 7～ 10に示す。写真7

に示すように， JR山口線は，南から北方向に流れる谷の中に位置している。

この路線が位置する谷には，複数の谷の出口が交錯している。また，名賀J11は

この被害を受けた場所で北東から北向きに流路の方向を変える。これらの地形

条件によって，上流で発生した崩士が線路に集中した結果， 3か所で線路が埋

水利科学 No.337 2014 
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写真7 上空からみたJR山口線の被害状況

写真8 土石流によってJR山口線のトンネルが埋没し
た様子（写真2 ③）

没し， トンネルの出口も塞いだ（写真 8）。加えて，名賀川が北東から北向き

に流路を変えるため，河川の水流が右岸側にぶつかり，線路の路体を洗掘し

線路のレーjレがi可道に落ちる被害が出た（写真 9, 10）。現地は，砂岩の上層

に流紋岩が堆積した地質となっており，地質境界や断層から湧水が認められ，

風化が進んで、いた。また，地形図，地質図の判読の結果，複数の谷が集中する

原因が，地すべりにより形成された地形と断層によることが判明した。

水利科学 No.337 2014 
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写真9 名賀川の上流から下流を見た様子 （写真2 ①）

写真10 線路が洗掘を受け曲がった様子 （写真2 ②）

名賀地区のJR山口線の被害の他，複数の谷が集中する場所に設置されたト

ンネル，例えば，山口県の須佐から弥富へ抜ける金谷山トンネルなども，同様

の被害を受けている。谷が複数集中する場所にトンネルが設置される理由は，

地形的に トンネルを掘削しやすいためと考えられる。しかし谷の複数集中す

る場所は，当然ながら豪雨によって水が集中しやすい。加えて，谷の集中する

場所は，断層や地すべりの結果形成された場所が多く，地形形成の際に応力を

水利科学 No.337 2014 



174 

受けたことから岩盤も風化している。このような場所は，豪雨時に土砂災害に

より被災する可能性が高いため トンネルの設置を避けたほうがよい。

(3) 津和野町名賀徳次で、発生した土砂流（写真 2・④）

名賀徳次地区で発生した土砂流の位置を図 7中の矢印で示した。土砂流は

A, Bの流域から発生し，治山施設や道路等を破壊し名賀川にまで達した。

A流域から発生した土砂の堆積状況を写真11に， B流域から発生した土砂の堆

図7 土砂流の発生位置と流域の地質 （写真2 ④）

写真11 A流域から発生した土砂の堆積状況 （写真2 ④）

水利科学 No.337 2014 
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写真12 B流域から発生した土砂の堆積状況（写真2 ④）

写真13 B流域から発生した土砂の堆積状況（写真2 ④）

積状況を写真12, 13に示した。

発生した土砂は砂岩の磯より構成されていた。図 7に， 5万分の l表層地質

図と，国土地理院の空中画像から判読した崩壊位置をOで示した。道路に面す

る流域の出口付近の表層地質は流紋岩で構成されるが，流出した土砂は砂岩が

主体であった。 このことから 土砂の発生源が流域上流の砂岩地帯で、あること

が分かる。 B流域の土砂の堆積状況を見ると，写真白に示すように，バス停が

形状を維持したまま埋没していることや，写真13に示すようにスギ植栽木が折

水利科学 No.337 2014 
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写真14 A, B流域直下の名賀川の土砂の堆積状況

れることなく林内に土砂が堆積していることが分かる。また，この土砂の堆積

勾配は 7°であった。これらの状況から 土砂は土石流のように一度に流下し

たのではなく，掃流砂の状態で徐々に流出したものであると判断できる。しか

し流出した土砂は多量であり，写真14に示すように下流側で土砂が河道へ堆

積し，名賀川沿いに作られた水田は大量の土砂に埋もれていた。

(4) 名賀トンネル付近の土砂災害（写真 2：⑤）

流紋岩を地質にもつ名賀トンネル付近で発生した崩壊は，植生の状況が異な

るため崩壊発生率や崩壊深に違いが見られた。これは山地で壮齢林を伐採し

新規に植栽をすることが関係している。すなわち，戦後の拡大造林期に植栽し

た林が伐期を迎えた現在に見られる崩壊の形態と考えられる。

写真15は中央の谷より西側の斜面が伐採跡地 東側が林齢50～ 60年の壮齢林

となっている場所である。東側の壮齢林地よりも西側の伐採地の方が崩壊数が

多く，崩壊発生率が高い。次に，伐採地と壮齢林地で発生した崩壊を写真16,

17に示した。写真からは分かりづらいが，伐採地で発生した崩壊の崩壊深は数

十仁m と薄いのに対し，壮齢林地で発生した崩壊はスギの根圏と一致する I

m～2m程度のものが多かった。このような植生の状況に起因する崩壊発生率

や崩壊深の違いは，名賀川流域全体で確認された。

この植生状況の違いに起因する崩壊発生率と崩壊深の傾向は，過去の研究で

も指摘されている。林齢と崩壊発生率，崩壊深の関係を図 8に示した凡 な
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写真15 崩壊が集中的に発生した

名賀トンネル付近の様子

（写真2 ⑤）

写真16 伐採地における崩壊の様子（写真2 ⑤）

お，標本数は9914カ所で，崩壊深は荒廃地基礎調査結果6）に掲載されている崩

壊面積と崩壊土砂量から求めている。林齢50年以上になると崩壊発生率は林齢

20年以下と比較して1/3程度となるが，崩壊深は深くなることが分かる。名賀

川流域において確認された崩壊発生率と崩壊深の傾向は，植生の状況に起因す

ると考えられる。
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写真17 壮齢林地における崩壊の様子

（写真 2 ⑤）

12 
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図8 林齢と崩壊発生率，崩壊深の関係5)
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4. おわりに

本稿では鳥根県津和野町名賀で発生した土砂災害の特徴について述べた。崩

壊は科一面勾配30。以上で＼流紋岩の流盤構造を地質にもつ斜面で、多く発生して

いた。加えて，森林伐採跡地や若齢林等，根張りの悪い斜面で崩壊が多発し

た。また，誘関である雨量については，雨慣れしてない地域に再現期間415年

以上となる多量の降水が供給されたことによって発生したものと考えられた。
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