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ਛጊ㑆ၞߦ߅ߌࠆ᳓ኂߣ↪ᄌൻ
2012 ᐕ 7 Ꮊർㇱ⽕㔎ߦ߅ߌࠆᄢಽ⋵┻↰Ꮢߩ
 ዬ ᥍ ᵗ㧖

 ⷐޣᣦ  ޤㄭᐕ㧘ᣣᧄฦߢ⸥㍳⊛ߥ⽕㔎ߦࠃߞߡ⍾ἴኂߣᶐ᳓ⵍኂ
߇⊒↢ߒߡࠆޕᄢಽ⋵┻↰Ꮢߪ㧘ߎߩ 30 ᐕ㑆ߦ 4 ᐲߩᄢ㔎ߦࠃࠆᵩ᳓ἴ
ኂࠍ⚻㛎ߒߚ↰┻ޕᏒߪੱญ߇ᷫዋߒ㧘㜞㦂ൻ߇ㅴዷߒߡࠆߣ߁ὐߢ㧘
ᣣᧄߩౖဳ⊛ߥਛጊ㑆ၞߩ․⾰ࠍ߃ߡࠆ⎇ᧄޕⓥߪ㧘2012 ᐕ 7 
Ꮊർㇱ⽕㔎ߦࠃߞߡ┻↰Ꮢߢ⊒↢ߒߚ᳓ኂࠍߣߒߡ㧘ߘߩᶐ᳓⁁ᴫߣ
ᒻ⊛᧦ઙ㧘␠ળ⊛᧦ઙߩᄌൻ㧘↪ᄌൻߣߩ㑐ㅪࠍ⠨ኤߔࠆ↰┻ޕᏒߦ
߅ߡ➅ࠅߒᵩ᳓߇⊒↢ߒߚၞߪ㧘20 ♿ᓟඨએ㒠ߦㇺᏒ⊛↪߇
ㅴߒߚ㧘ਥߦㄘߣߒߡ↪ߐࠇߡ߈ߚዊⷙᮨߥᴡ⼱ᐔ㊁ߦኻᔕߔࠆޕ
2012 ᐕߩἴኂએ㒠㧘ᴡᎹᡷୃߥߤߩᧁᎿቇ⊛ᚻᴺࠍၮ⋚ߣߒߥ߇ࠄ߽㧘
రⴕᯏ㑐ߪ㒐ἴᗧ⼂ߩะߦะߌߚขࠅ⚵ߺࠍᆎߡࠆޕ
↰┻  ޤ࠼ࡢࠠޣᏒ ᵩ᳓ ↪ 㒐ἴ ࡈࡘ࠴ࡖࠕࠬ

Σ ߪߓߦ
ㄭᐕ㧘⇇ฦߢ⥄ὼἴኂ߇ᤨߣ႐ᚲࠍㆬ߫ߕߦ⊒↢ߒߡࠆࠃ߁ߦᗵߓࠄࠇࠆ߇ࠊޕ࿖ߢ
ߪ㧘2011 ᐕ 3 ߦ⊒↢ߒߚ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߦࠃࠆᏂᄢߥᵤᵄߦࠃߞߡ㧘㒐ầႇߥߤߩᵤᵄߦኻߔ
ࠆ߃߇ߞߚၞߢߐ߃㧘ᄢ߈ߥⵍኂ߇⊒↢ߒߚߚ߹ޕᱧผ㧘ᣣᧄߪᄢ㔡߫߆ࠅߢߥߊ㧘
᪢㔎೨✢߿บ㘑ߦࠃࠆᄢ㔎ߦࠃࠆᵩ᳓ߣ⍾ἴኂࠍ➅ࠅߒ⚻㛎ߒߡ߈ߚޕἴኂࠍシᷫߔࠆ
ᧁᎿ߇චಽߢߥ߆ߞߚ 20 ♿೨ඨߦߪ㧘ᵩ᳓ߩ᳚Ử㕙ⓍߪᲤᐕ 10 ਁޯ20 ਁࡋࠢ࠲࡞ߦ
㆐ߒߡߚ㧝㧕ޕ1934 ᐕߩቶᚭบ㘑ߪฦߦᄢ߈ߥⵍኂࠍ߽ߚࠄߒ㧘᳓ኂߦࠃࠆᱫ⠪ᢙߪ 973
ੱࠍ⸥㍳ߒߚޕᚢᓟࠊ߇࿖ߢߪ㧘ߎࠇࠄ⥄ὼἴኂࠍ㒐ߋߚߦᢛߐࠇߚႇ㒐߿࠳ࡓ߇㧘⥄ὼ
ἴኂߦࠃࠆੱ⊛␠ળ⊛ⵍኂߩ⌕ታߥᷫዋߦ⽸₂ߒߚߒ߆ߒޕ㧘2000 ᐕએ㒠߽㧘ࠊ߇࿖ߢߪᲤ
ᐕ㧘ᐥᶐ᳓߇ᢙජ㧘ᐥਅᶐ᳓ߪ 1 ਁ⒟ᐲߩᶐ᳓ⵍኂ߇⛮⛯ߒߡࠆޕᄢ㔡ߩࠃ߁ߥ㧘
ߟ⊒↢ߔࠆ߆ࠊ߆ࠄߥ⊒↢㗫ᐲߩૐ⥄ὼἴኂߣᲧߴߡ㧘㘑᳓ኂߪ⊒↢㗫ᐲߩ㜞⥄ὼἴ
ኂߢࠆߦ․ޕ᪢㔎೨✢߿บ㘑ߦࠃߞߡ㧘Ფᐕߤߎ߆ߩၞߢᵩ᳓߿⍾ἴኂ߇⊒↢ߒ㧘ੱ⊛
␠ળ⊛ߥⵍኂ߇⸥㍳ߐࠇߡࠆޕ
ㄭᐕᵈ⋡ߐࠇߡࠆߩߪ㧘⸥㍳⊛ߥ⽕㔎ߦࠃࠆ⍾ἴኂߣᶐ᳓ⵍኂߢࠆ߇ࠊ߽ߢ߹ࠇߎޕ
࿖ߢߪ᪢㔎ߩᧃᦼߦ㓸ਛ⽕㔎߇⊒↢ߒߚ߇㧘᪢㔎એᄖߩᤨᦼߦ߽ 1 ᤨ㑆ߚࠅߩ㒠᳓㊂߇ 50
ᐔᚑ 26 ᐕ 10  31 ᣣฃℂ
㧖ߤߪࠆ߭ࠈ ᄢಽᄢቇᢎ⢒⑼ቇㇱ␠ળ⼂ᢎ⢒⻠ᐳ㧔ੱᢥℂቇ㧕
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  ዬ

ࡒࡔ࠻࡞ࠍ࿁ࠆ⽕㔎߇⊒↢ߒ㧘ᢳ㕙፣
უ߿ᴡᎹߩ᳚Ử㧘Ꮢⴝౝߢߪౝ᳓᳚Ửߥߤ
߇⊒↢ߒߡࠆߩޕᣣᧄߢߪ 1 ᤨ㑆ߚࠅ
100 ࡒࡔ࠻࡞೨ᓟߩ㒠᳓㊂߇⸥㍳ߐࠇࠆ
ߎߣߐ߃⃟ߒߊߥޕ
ᧄⓂߢ⠨ኤߔࠆᄢಽ⋵┻↰Ꮢߢߪ㧘ߎߩ 30
ᐕ㑆ߦ 4 ᐲߩᄢ㔎ࠍ⚻㛎ߒ㧘ߘߩߚ߮ߦᵩ᳓
ߣ⍾ἴኂߦࠃߞߡ㧘ੱ⊛ⵍኂߣቛ៊უ㧘
ㄘⵍኂ߇⊒↢ߒߚ↰┻ޕᏒߪᎺߩ߶߷ਛ
ᄩㇱ㧘ᄢಽ⋵ߩධㇱߦ⟎ߔࠆੱߚ߹ޕญ
ᷫዋ߇⛯߈㧘㜞㦂ൻ߇ㅴዷߒߡࠆߣ߁ὐ
ߢ㧘┻↰Ꮢߪౖဳ⊛ߥਛጊ㑆ၞߩ․⾰ࠍ
߃ߡࠆ⎇ᧄޕⓥߩ⋡⊛ߪ㧘ᄢ㔎ߦࠃࠆ⥄ὼ
࿑㧝 ┻↰Ꮢߩ⟎
 ⾗ᢱ㧦࿑
㧔www.gsi.go.jp/kankyochiri/gm_ipn.html㧕㧘
࿖ᢙ୯ᖱႎ㧔niftp.mlit.go.jp/ksj-e/index.html㧕

ἴኂߩ߁ߜ㧘ᵩ᳓ߦᵈ⋡ߒߡ㧘2012 ᐕ 7 
ߦ┻↰Ꮢߢ⊒↢ߒߚ᳓ኂࠍߣߒߡ㧘ߘߩ
ᶐ᳓⁁ᴫߣᒻ⊛᧦ઙ㧘␠ળ⊛᧦ઙߩᄌൻ㧘
↪ᄌൻߣߩ㑐ㅪࠍ⠨ኤߔࠆࠃߦࠇߎޕ
ߞߡᣣᧄߩਛጊ㑆ၞߢ⊒↢ߔࠆ᳓ኂߩ⊒↢

ࡔࠞ࠾࠭ࡓߣߘߩ⢛᥊⊛᧦ઙߦߟߡ⠨ኤߒߚޕ
┻↰Ꮢߩⴕၞߪᄢ㊁Ꮉᵹၞߩᵹㇱࠍභߡ߅ࠅ㧘㒙⯃ጊᄖベጊߩ᧲㣽ᢳ㕙㧘ਭጊߩධ
㣽ᢳ㕙㧘߹ߚᲣጊߩർ㣽ᢳ㕙ࠍᵹਅߔࠆᴡᎹ߇ೞࠎߛᴡ⼱߇ήᢙߦ⊒㆐ߒߡࠆ㧔࿑㧝㧕ޕਛ
ᔃᏒⴝߩᮡ㜞ߪ 240 ࡔ࠻࡞ߢ㧘┻↰Ꮢၞߦ߅ߡߪᐔမߥၞߪዋߥޕ
ߥ߅㧘ߩ┻↰Ꮢߪ㧘2005 ᐕߦᣥ┻↰Ꮢߣ㓞ធߔࠆ 3 ߟߩ↸߇ว૬ߒߚ⚿ᨐ㧘✚㕙Ⓧߪ
478 ᐔᣇࠠࡠࡔ࠻࡞㧘ੱญߪ 24,423 ੱ㧔2010 ᐕ㧕ߣߥߞߡࠆ↰┻ޕᏒߩ↪ᄌൻߥ
ߤߩ⚻ᐕ⊛ᄌൻࠍࠄ߆ߦߔࠆߚߦ㧘╩⠪ߪߎࠇ߹ߢว૬એ೨ߩᤨᦼ߆ࠄ⾗ᢱࠍ㓸ߒߡ߈
ߚߚߩߎޕ㧘ᧄⓂߢߪੱญ߿ㇺᏒ㐿⊒╬ߩ⠨ኤߢ⸒ߔࠆ࠺࠲ߪၮᧄ⊛ߦว૬એ೨ߩ┻↰
Ꮢࠍኻ⽎ߣߒߡࠆ㧞㧕

Τ ᣣᧄߦ߅ߌࠆ᳓ኂߩ⊒↢ࡔࠞ࠾࠭ࡓߣߘߩ⢛᥊ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ
ᣣᧄߩᴡᎹߪ৻⥸ߦᵹ〝߇⍴ߊ㧘ᴡᐥ൨㈩߇ᕆߢࠆߦߚߩߘޕ㒠᳓ߪ⍴ᤨ㑆ߦᴡߦ㓸
ࠄࠇ㧘ᕆᵹߣߥߞߡᵹࠇਅࠆޕၞߩ⥄ὼ᧦ઙ߿␠ળ⊛᧦ઙߦࠃࠅߘߩⷙᮨߪ⇣ߥࠆ߇㧘ੱ
⊛␠ળ⊛ߥⵍኂߪ㧘ߎࠇࠄߩᴡᎹ᳓߇ᵹ߿⎕ႇߥߤߦࠃߞߡᏒⴝ߿ㄘߦᵹࠇㄟߎߣ
ߦࠃߞߡ⊒↢ߔࠆޕㄭᐕ㧘ᣣᧄߢᄙ⊒ߔࠆ⽕㔎ߦ߁ᄙ㊂ߩ㒠᳓ߦࠃࠆ⍴ᤨ㑆ߩᴡ᳓ߩ
߇㧘᳓ኂ⊒↢ߩ⋥ធ⊛ߥⷐ࿃ߢࠆ߇㧘ߘࠇએᄖߩⷐ࿃߿⢛᥊߽ᜰ៰ߐࠇߡࠆޕ
Ⴧర㧔1991㧕ߪ㧘1990 ᐕ 7 ߩᎺਛർㇱ⽕㔎ߦ߅ߡ㧘ㆊߦࠍߥࠃ߁ߥ⍴ᤨ㑆
㓸ਛ⽕㔎ߦࠃߞߡ㧘ᕆỗߦ᳓߇ߒ⍴ᤨ㑆ߢᵹߣ⎕ႇ߇⊒↢ߒߚߎߣࠍࠄ߆ߦߒߚޕ
߹ߚ㧘ߎߩࠃ߁ߦᵹߣ⎕ႇ߇⊒↢ߒߚ⢛᥊ߣߒߡ㧘ᵹၞᢳ㕙ߩ⍾ἴኂߦࠃߞߡ⊒↢ߒߚ
ᄙ㊂ߩᵹᧁ߇㧘ᴡᎹߩ⁜⓰ㇱ߿ᯅ⣉ߥߤߦၸⓍߒ㧘ᴡࠍႍ߈ᱛߚߎߣࠍᜰ៰ߒߚޕየ
㧔1986㧕߽㧘1983 ᐕߦፉᩮ⋵ߢ⊒↢ߒߚ⽕㔎ἴኂߦ߅ߌࠆᵩ᳓⊒↢ߩේ࿃ߣߒߡ㧘ᵹᧁߩሽ
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ࠍᜰ៰ߒߡࠆ⎇ᧄޕⓥߢขࠅߍࠆ 2012 ᐕ 7 Ꮊർㇱ⽕㔎ߦࠃࠆ┻↰Ꮢߢ⊒↢ߒߚ᳓
ኂߦ㑐ߒߡ߽㧘ห᭽ߩᵹᧁߩሽ߇ᜰ៰ߐࠇߡࠆ㧔ᯅᧄ߶߆, 2013㧕ޕ
㒙ㇱ㧔1991㧕ߪᴡᎹ᳚Ửߩේ࿃ߩ৻ߟߣߒߡᴡᎹߩዮᦛࠍߍ㧘ᴡߩୃᱜߩᔅⷐᕈࠍᜰ៰
ߒߚߒ߆ߒޕ㧘නߦߒߚ᳓߇ႇ㒐ࠍ߃ࠆߣ߁ߛߌߢߥߊ㧘ㅀߒߚࠃ߁ߦ㧘ㄭᐕߩ
᳓ኂߦ㑐ߒߡߪ㧘ᵹၞߩᢳ㕙߆ࠄᵹਅߒߚᵹᧁߩሽ߇ᵈ⋡ߐࠇߡࠆޕጊ㑆ၞ․ߩᴡ
ᎹߩⰬⴕߣዮᦛㇱߣ߁ᒻ᧦ઙߩ߶߆ߦ㧘ၞߩㅢ߿↢ᵴ᧦ઙߩᡷༀߩߚߦᑪ⸳ߐࠇߚ
ᯅߣ߁ੱᎿ⊛ߥ᭴ㅧ‛߽᳓ኂ⊒↢ߩ৻࿃ߣߒߡᜰ៰ߐࠇߡࠆ㧟㧕ޕ
ᵹᧁ߇⊒↢ߔࠆ⋥ធ⊛ߥේ࿃ߣߥࠆᵹၞߩᢳ㕙ἴኂߩ⊒↢ࡔࠞ࠾࠭ࡓߦ㑐ߒߡߪ㧘⍹ᵹߥ
ߤߩ⍾ἴኂߩ⺞ᩏ⎇ⓥߦၮߠߡ㧘ߘߩⷐ࿃߿⢛᥊߇ᜰ៰ߐࠇߡࠆޕ2012 ᐕ 7 Ꮊർ
ㇱ⽕㔎ߦ߅ߌࠆᢳ㕙፣უߣᬀ↢ფߣߩ㑐ㅪߦߟߡ⎇ⓥߒߚች✼㧔2012㧕ߪ㧘ᵻጀ፣უࠍ
ߎߒߚ࠹ࡈጀ߇ᄢ㊂ߩᵹᧁࠍขࠅㄟࠎߢᵹਅߒ㧘㒙⯃ࠞ࡞࠺ოਅㇱᢳ㕙ߩፗ㍙ၸⓍ‛ࠍ
ᶐ㘩ߒߚߎߣࠍࠄ߆ߦߒߚ⼱ޕญ߶߆㧔2005㧕ߪ㧘2005 ᐕ 9 ߩบ㘑ἴኂߦ߅ߌࠆ┻↰Ꮢ
ߩⵍኂߦ㑐ߒߡ㧘፣უߩၮ⋚߇㒙⯃ 4 Ἣ⎈ᵹၸⓍ‛ߢࠆߎߣ㧘፣უㄝߩᬀ↢ߩᄙߊ߇
᧖ᨋߢࠆߎߣࠍᜰ៰ߒߚߚ߹ޕ㧘┻ᨋߣᢳ㕙፣უߩ㑐ଥߪ߹ߛචಽߦߪࠄ߆ߦߐࠇߡߥ
߇㧘┻ᨋߪጀㇱߩㅘ᳓ᕈ߇ᄢ߈ߚ㧘ᢳ㕙߇ਇቯൻߔࠆน⢻ᕈ߇ࠆߣߩᜰ៰߇ࠆ
㧔ᣣᶆ߶߆㧘2004㧕ޕ
৻ᣇߢ㧘⥄ὼ᧦ઙ߫߆ࠅߢߥߊ㧘ੱᢥ␠ળ⊛ߥ᧦ઙ߇⍾ἴኂߩ⢛᥊ߦࠆߣߔࠆႎ๔߽ᄙ
ޕ1983 ᐕߦፉᩮ⋵ߢ⊒↢ߒߚ⽕㔎ἴኂߦ߅ߌࠆ⍾ἴኂߩ․ᓽߣߒߡ㧘ፉᩮ⋵ᧁㇱ⍾㒐⺖
㧔1996㧕ߪ㧘બណ〔߿ᐜ㦂ᨋߦ߅ߡጊ⣻፣უ߇ᄙߎߣ߿㧘ᕆᢳ፣უෂ㒾ၞᄖߢ߇
ߌ፣ࠇ߇ᄙߎߣࠍᜰ៰ߒߚޕᮮጊ㧔2001㧕߽㧘ጟ⋵⍫ㇱߦ߅ߡ㧘ᕆᢳߢบ㘑ⵍኂ
ࠍฃߌߚᨋߦ߅ߡᢳ㕙፣უ߇ᄙߊ⊒↢ߒߚߎߣࠍࠄ߆ߦߒߚޕ⮮㧔1996㧕߽㧘ੱญᷫ
ዋၞߦ߅ߌࠆㄘἴኂߩ⊒↢⁁ᴫࠍ⠨ኤߒ㧘ዊⷙᮨߥἴኂ߇ᄙ⊒ߔࠆะ߇ࠆߎߣ߿㧘፣
უߩ⊒↢߇ᢳ߿ფߥߤߩ⥄ὼ⊛ⷐ࿃ߩ߶߆ߦ㧘ㆡಾߥᨋ▤ℂߩ᫈ߣ߁ੱ⊛ⷐ࿃߽
㑐ਈߒߚߎߣࠍࠄ߆ߦߒߚޕ2012 ᐕ 7 Ꮊർㇱ⽕㔎ߦ㑐ߒߡߪ㧘⏷߶߆㧔2013㧕߇㧘ᴡ
Ꮉ᳚Ử߿ᢳ㕙፣უߩ․ᓽߩ৻ߟߣߒߡ㧘ᧄᵹ߆ࠄẑṴ↪᳓〝߳ߩข᳓ญઃㄭߥߤߢᵩ᳓ⵍኂ߇
⊒↢ߒߚߎߣࠍᜰ៰ߒߚߚ߹ޕ㧘ਅᵤ㧔1991㧕ߪ 1990 ᐕ 7 ߩ⽕㔎ἴኂߦ㑐ߒߡ㧘㒙⯃ࠞ࡞
࠺߆ࠄᵹਅߔࠆ㤥Ꮉᵹၞߦ߅ߌࠆ᳚Ửߩ⢛᥊ߩ৻ߟߣߒߡ㧘ㄭᐕታᣉߐࠇߚ႐ᢛᬺ
߇ࠆߣߒߚࠅ߹ߟޕ㧘᳓↰߇ᜬߟ㔎᳓ߩ⾂⇐ᯏ⢻߇ૐਅߒߚ⚿ᨐ㧘㔎᳓߇৻᳇ߦᧄᵹߦ㓸߹
ࠆߎߣߣߥߞߚߦࠄߐޕᵹၞߩੱญჇട߿⚻ᷣᵴേߦࠃߞߡ㧘ㇺᏒ⊛↪߇Ⴧടߒߚߎߣ
߇㧘ᵩ᳓ⵍኂࠍᄢߐߖߡࠆߣߩᜰ៰߽ࠆ㧔ᤐጊㄞ, 2011㧕ޕ
ߎߩࠃ߁ߥᢳ㕙፣უߦ㑐ߒߡߪ㧘ࠊ߇࿖ߦ߅ߡ 20 ♿ᓟඨߦ⋓ࠎߦⴕࠊࠇߚㅧᨋᵴേߩ
ᓟ㧘ጊߩੱญᷫዋ߿ᄖ࿖߆ࠄଔߥ᧚ᧁߩャߩჇടߦࠃߞߡ㧘ᣣᧄߩጊߩᨋᬺ߇⚻༡⊛
ߦ෩ߒ⁁ᘒߦ⥋ߞߚ⚿ߩߘޕᨐ㧘ㆡಾߥ⛽ᜬ▤ℂ߇ὑߐࠇߥᨋ߇㧘⽕㔎ᤨߦᢳ㕙ἴኂ
߿ਅᵹㇱߦ߅ߌࠆᵩ᳓ࠍ⊒↢ߐߖࠆ৻࿃ߦߥߞߡࠆޕ

Υ ┻↰Ꮢߦ߅ߌࠆᵩ᳓ⵍኂ
㧝㧚ㄭᐕߩᎺർㇱߩ⽕㔎ἴኂ
ᣣᧄߩධ┵ߦ⟎ߔࠆᎺߪ㧘ᄐ߆ࠄ⑺ߦ߆ߌߡบ㘑ߩㅢㆊ࡞࠻ߦߚࠆߚ㧘᪢㔎ࠍ
ߡ㧘ߎࠇ߹ߢߦᢙᄙߊߩ㘑᳓ኂࠍฃߌߡ߈ߚޕㄭᐕߢߪ㧘1990 ᐕ 7 Ꮊਛർㇱ⽕㔎ߢ
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ᄢ߈ߥⵍኂࠍฃߌߚޕᐔ㊁߶߆㧔1990㧕ߦࠃࠇ߫㧘ߎߩ⽕㔎ߩⵍኂߣἴኂߩ․ᓽߪએਅߩㅢࠅ
ߢࠆޕ1990 ᐕ 7  1 ᣣ߆ࠄ 2 ᣣߦ᪢㔎೨✢ߦࠃࠆ⽕㔎ߦࠃࠅ㧘Ꮊਛർㇱߩ 5 ⋵ߢᄙߊߩ
ⵍኂ߇⊒↢ߒߚ✚ߩߘޕ㔎㊂ߪ 500 ߆ࠄ 700 ࡒࡔ࠻࡞ߦ㆐ߒߚ⽕ߩߎޕ㔎ߦࠃࠆᱫ⠪ᢙ
ߪ 27 ฬ㧘ోඨუᚭᢙߪ 536 㧘ᐥᶐ᳓ߪ 10,369 㧘ᐥਅᶐ᳓ߪ 34,202 ߦ㆐ߒߚࠇߎޕ
ߦࠃࠅ㧘㒙⯃ጊࠞ࡞࠺ౝᄖߢፗ፣ࠇ⍹ᵹ߇⊒↢ߒߚ߶߆㧘ᵹᧁࠍߞߚᵩ᳓߇ᾢᧄ⋵㒙
⯃ᣇ߿ᄢಽ⋵┻↰Ꮢࠍⷅߞߚߚ߹ޕ㧘ᄙߊߩᴡᎹߢ⎕ႇᵹߦࠃߞߡᵩ᳓߇⊒↢ߒ㧘ኅደ
ᵹ߇ߞߚޕ㐳ፒ⋵߿ጟ⋵ߢߪṖࠅ߇ᄙ⊒ߒߚߎߣ߽㧘ߎߩἴኂߩ․ᓽߢࠆޕ
ᧄ⎇ⓥߢ⠨ኤߔࠆ 2012 ᐕ 7 Ꮊർㇱ⽕㔎ߢߪ㧘7  3 ᣣ߆ࠄ 14 ᣣߩ㑆ߦᄢಽ⋵ࠍ
Ꮊർㇱၞߢ᪢㔎೨✢ߩᵴ⊒ൻߦࠃߞߡฦߢᢳ㕙፣უߣᴡᎹ᳚Ử߇⊒↢ߒߚޕ7  3 ᣣߦߪ
ᄢಽ⋵ർㇱߩጊ࿖Ꮉ㧔ਛᵤᏒ㧕ߣㇱߩ╳ᓟᎹ㧔ᣣ↰Ꮢ㧕㧘ጟ⋵ߩ╳ᓟᎹ㧔ᦺୖᏒ㧘߁߈ߪᏒ㧕
ᵹၞߢ⍾ἴኂߣᴡᎹ᳚Ử߇⊒↢ߒߚߩߘޕᓟ 12 ᣣߦߪᄢಽ⋵߆ࠄᾢᧄ⋵ߦ߆ߌߡ㓸ਛ⽕㔎
߇⊒↢ߒ㧘㒙⯃ጊߢߪࠞ࡞࠺ო߇ฦߢ፣უߒߚߚ߹ޕ㧘ᾢᧄᏒౝߩ⊕Ꮉߣᄢಽ⋵┻↰Ꮢߩ
ߚ߹ࠄ߇ࠊ

₹᧪Ꮉ߇᳚Ửߒߚޕ14 ᣣߦߪౣ߮᪢㔎೨✢ߩᵴേ߇ᵴ⊒ൻߒ㧘ጟ⋵ධㇱߩ⍫ㇱᎹߣᄢಽ⋵ർ
ㇱߩጊ࿖Ꮉㇱߩ╳ᓟᎹ߇᳚Ửߒߚޕ
ߎࠇࠄ⋥ㄭߩੑߟߩ⽕㔎ἴኂࠍᲧセߔࠆߣ㧘ⵍኂࠍฃߌߚၞߪ 2012 ᐕߩἴኂߩᣇ߇߿߿
⁜߇㧘߶߷หߓၞߢࠅ㧘ࠄ߆ߦⵍኂߩᒻᘒ߇㘃ૃߒߡࠆ㧠㧕ޕ

㧞㧚┻↰Ꮢߦ߅ߌࠆᵩ᳓ⵍኂ
┻↰Ꮢߪߘߩᱧผߦ߅ߡᐲ߽ᵩ᳓ⵍኂࠍฃߌߚޕ
↰┻ޡᏒޢ
㧔╙ 1 Ꮞޯ╙ 3 Ꮞ㧕߿ᄢಽ
⋵⾗ᢱߥߤߦ⸥タߐࠇߚᵩ᳓ߪ㧘ᳯᚭᤨઍ㧔1603ޯ1868 ᐕ㧕ߦ 18 ࿁㧘ᴦᦼએ㒠ߦ㧔1868
ޯ2014 ᐕ㧕ߢ 8 ࿁ߢࠆ㧡㧕ߪࠇߎޕ㧘ᳯᚭᤨઍߢ 15 ᐕߦ 1 ࿁㧘ᴦએ㒠ߢ߽ 18 ᐕߦ 1 ࿁⒟
ᐲߩᵩ᳓ࠍ⚻㛎ߒߚߎߣࠍ␜ߒߡࠆޕᄢ㘑㔎ߥߤߩ⸥ㅀߪࠞ࠙ࡦ࠻ߒߥ߆ߞߚߩߢ㧘ታ㓙ߩ
ᵩ᳓࿁ᢙߪߎࠇࠃࠅᄙߩߢߪߥ߆ߣᕁࠊࠇࠆޕㄭᐕߩ߽ߩࠍ㒰ߡ㧘ᵩ᳓ⵍኂߩᄢዊߦߟ
ߡߪࠊ߆ࠄߥ߇㧘ᳯᚭᤨઍߦߪᢥᦠߣߒߡ⸥㍳ߐࠇߥ߆ߞߚዊⷙᮨߥᵩ᳓߇ࠆߣ⠨߃ࠄ

࿑㧞 ┻↰Ꮢߩᣣ㒠᳓㊂ߣᤨ㑆㒠᳓㊂㧔2012 ᐕ 7 㧕
⾗ᢱ㧦᳇⽎ᐡ㧔YYYFCVCLOCIQLRQDFUVCVUGVTPKPFGZRJR㧕
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ࠇࠆ↰┻ޕᏒߦ߅ߡᵩ᳓ߪ㕖Ᏹߦりㄭߥ⥄ὼἴኂߢࠆߣ߃ࠆޕ
1990 ᐕ 7 Ꮊਛർㇱ⽕㔎ߦ߅ߡ㧘┻↰Ꮢߢߪⵍἴ⠪ᢙߪᏒੱญߩ⚂ 5㧑ߦ⋧ᒰߔࠆ 957
ੱߢ㧘ᱫ⠪ᢙߪ 4 ฬߢߞߚޕⒷ⪲Ꮉߣ₹᧪Ꮉߢᵩ᳓߇⊒↢ߒ㧘ਛᔃᏒⴝ߿ฦᚲߢᶐ᳓ⵍ
ኂ߇ߞߚ 㧢㧕ޕᐔ㊁✬㧔1991㧕ߦࠃࠇ߫㧘 ↰ේߩᵩ᳓ⵍኂߪ↟ᄢߢߞߚޕᵩ᳓ߪᵹ
ᧁ߇Ᏹ⋚ᯅߦ߆߆ߞߡᵹߒ㧘⍴ᤨ㑆ߢోࠍⷒ㧘ቛߩ 2 㓏ㄭߊ߹ߢᶐ᳓ߒߚߚ߹ޕ㧘
ㆊߩᵩ᳓ⵍኂߢೋߡ₹᧪Ꮉߩᵹၞߢࠆ↰ේ߆ࠄ㠽ጼࠍ߃ߡ㧘Ⓑ⪲Ꮉᵹၞߩጊ
ᚻߦṚߩࠃ߁ߦᵹਅߒߚߎߣߪ㧘ߎߩἴኂߩᄢ߈ߥ․ᓽߢࠆ↰┻ޕᏒߦ߅ߌࠆਥⷐᴡᎹ
ߢࠆⒷ⪲Ꮉߣ₹᧪ᎹߩਔᴡᎹ߇᳚Ửߒߚߎߣߦࠃߞߡ㧘߆ߨߡᔅⷐᕈ߇ਥᒛߐࠇߡߚਔᴡ
Ꮉᵹߦ߅ߌࠆ࠳ࡓᑪ⸳⸘↹߇ടㅦߒߚޕⒷ⪲Ꮉߢᑪ⸳ߐࠇߡߚⒷ⪲࠳ࡓߪ 2011 ᐕߦ┫Ꮏ
ߒߚޕ
2012 ᐕ 7 Ꮊർㇱ⽕㔎㧔એਅ㧘2012 ᐕ⽕㔎ߣ߱㧕ߦ߅ߡ㧘┻↰Ꮢߪౣ߮ᄢ߈ߥᵩ᳓
ⵍኂࠍฃߌߚޕ7 ߪ᪢㔎ߢࠆߚ㧘ೋ߆ࠄ 1 ᣣߚࠅᢙචࡒࡔ࠻࡞ߩ㒠᳓߇ߞ
ߚ߇㧘✚㔎㊂ߪᄢ߈ߊߥ߆ߞߚ㧔࿑㧞㧕ߒ߆ߒޕ㧘12 ᣣߩ 3 ᤨ߆ࠄ 9 ᤨߦ߆ߌߡ 1 ᤨ㑆ߚࠅ
30ޯ40 ࡒࡔ࠻࡞ߩ㒠᳓߇⛯ߚ ߆ߕࠊޕ6 ᤨ㑆߶ߤߢ㧘250 ࡒࡔ࠻࡞ߦ㆐ߔࠆ㒠᳓߇
ߞߚߎߣ߆ࠄ㧘Ⓑ⪲Ꮉ₹᧪ᎹਔᴡᎹߣ߽ߦ᳓߇ߒߚ߇ࡓ࠳ޕቢᚑߒߡߚⒷ⪲Ꮉߢ
ߪႇ㒐┵ㄭߊ߹ߢ᳓ߪߒߚ߇㧘ᐘߦᵹߔࠆߎߣߪߥ߆ߞߚߒ߆ߒޕ㧘₹᧪Ꮉߢߪ
↰ේࠍਛᔃߦᢙࠞᚲߢᵩ᳓߇⊒↢ߒߚޕ↰ේߢߪႇ㒐┵߆ࠄ 2.5 ࡔ࠻࡞߹ߢ
᳓߇ߒߚ㧔ᯅᧄ߶߆㧘2013㧕ߩߎޕἴኂߦ߅ߡ߽㧘ᴡᎹߩᵹၞߦ߅ߡᄙᢙߩᢳ㕙
፣უ߇⊒↢ߒߚޕ᳓߇ߒߡ㧘ᵹߒߚߎߣߦട߃ߡ㧘ߎࠇߦࠃࠆᵹᧁ߇ᴡᎹࠍᵹࠇਅࠅ㧘
ᯅߦ߆߆ߞߡᵹߒߚߣߐࠇࠆޕ

Φ ┻↰Ꮢߦ߅ߌࠆ↪ᄌൻ
㧝㧚ᴦᦼએ㒠ߩ↪ᄌൻ
ᴦᦼએ㒠ߩᣣᧄߩ↪ᄌൻࠍᣥ ᒻ࿑ߦࠃߞߡࠄ߆ߦߒߚ᳖ጊ㧔1995㧕ߩ࠺
࠲ߦၮߠߊߣ㧘┻↰Ꮢ߇⟎ߔࠆᄢಽ⋵ߩ↪ᄌൻߪએਅߩࠃ߁ߦ߹ߣࠄࠇࠆޕㇺᏒ⊛
↪ߪ 1900 ᐕ೨ᓟߩ 4.0㧑߆ࠄ 1985 ᐕ೨ᓟߩ 10.2㧑߳ჇടߒߚޕㇺᏒ⊛↪߇ᄢ
ߒߚߩߪਥߦᴪᶏၞߢࠆ⋵ߦ․ޕᐡᚲㇺᏒߢࠆᄢಽᏒߦ߅ߌࠆᎿᬺൻߩㅴዷߦ߁
ᄢ߇⪺ߒޕౝ㒽ၞߢߪ⨹߇ᷫዋߒߚޕ1900 ᐕ೨ᓟߦ⨹ߪ㓞ߩᾢᧄ⋵ߦ߆ߌߡᐢ߇ߞ
ߡߚ߇㧘⨹ߢᬀᨋ߇ㅴ
㧝 ┻↰Ꮢߩ↪ᄌൻ㧔1976 ᐕ㧘1987 ᐕ㧘1997 ᐕ㧕
ࠎߛ⚿ᨐ㧘ᨋ߇ 1900 ᐕ
න㧦㧑
೨ᓟߩ 49.7㧑߆ࠄ 1985 ᐕ
೨ᓟߩ 67.8㧑߳ߣჇടߒ
ߚ↰┻ޕᏒߦ߅ߡ߽ㇱ
ߩ㒙⯃ᄖベጊ᧲㣽߆ࠄർㇱ
ߩਭጊߩጊ㣽ߦሽߒߡ
ߚ⨹ߦ߅ߡᬀᨋ߇ㅴ
ࠎߛޕ
⾗ᢱ㧦࿖ᢙ୯ᖱႎ㧔niftp.mlit.go.jp/ksj-e/index.html㧕
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㧝ߪ࿖ᢙ୯ᖱႎߩ 10 ಽߩ 1 ⚦ಽ
ࡔ࠶ࠪࡘࠍ↪ߡᢛℂߒߚ㧘┻↰Ꮢߦ߅
ߌࠆ 1976 ᐕ㧘1987 ᐕ㧘1997 ᐕߩ
↪ߩ᭴ᚑᲧࠍ␜ߒߡࠆ㧣㧕ޕ1976 ᐕߦ
߅ߡ㧘ᦨ߽ᄢ߈ߥ㕙Ⓧࠍභߚߩߪ
ᨋߢ㧘70.2㧑ߢࠆޕᰴߢ㧘↰ߩ 19.1㧑
߇ᄢ߈ߊ㧘ߘࠇએᄖߪోߡ 5㧑ᧂḩߢ
ࠆߩઁߩߘߔ␜ࠍߤߥ⇌ޕㄘ↪߇
4.7㧑㧘Ꮢⴝߦߚࠆᑪ‛↪ߪ 1.8㧑
ߢࠆ ߘࠃ߅ޕ10 ᐕᓟߩ 1987 ᐕߩ᭴ᚑ
Ყߪ㧘ᨋߣᑪ‛↪߇ࠊߕ߆ߦჇടߒ
ߚߩߦኻߒߡ㧘↰߇ᷫዋߒߡࠆ߽ߩߩ㧘
1976 ᐕߣᄢ߈ߥᄌൻߪߥߒ߆ߒޕ㧘

࿑㧟 ┻↰Ꮢߩ✚ੱญߣᏪᢙߩផ⒖

1987 ᐕ߆ࠄ 1997 ᐕߦ߆ߌߡߪ㧘┻↰Ꮢ

 ⾗ᢱ㧦ޡᄢಽ⋵⛔⸘ᐕ㐓ޢฦᐕ

ߩ↪ߩ᭴ᚑߪᄢ߈ߥᄌൻ߇ࠄࠇ

    ᝄ⥝ㇱ⛔⸘⺞ᩏ⺖✬㧕

㧔ᄢಽ⋵ડ↹

ߚࠅ߹ߟޕ㧘ᨋ߇ᦨᄢߩ↪ߢ
ࠆߎߣߪᄌࠊࠄߥ߇㧘ߘߩᲧ₸ߪ 65.7㧑ߦ߹ߢૐਅߒߚޕઍࠊߞߡ㧘ᑪ‛↪߇ 3.5㧑ߦჇ
ടߒߚ߶߆㧘↰ߣߘߩઁߩㄘ↪߽Ⴧടߒߚࠅ߹ߟޕ㧘ᨋ߇ᷫዋߒߡ㧘Ꮢⴝ߇ᄢߒߚߎ
ߣ߇ᄢ߈ߥ․ᓽߢࠆޕ࿑㧟ߪ┻↰Ꮢߩੱญߩផ⒖ࠍ␜ߒߡࠆ߫ࠇࠃߦࠇߎޕ㧘ㇺᏒ⊛
↪߇Ⴧടߒߚߩߪ㧘ੱญᷫዋᦼߦߚࠆޕ
Ꮢⴝߦ⋧ᒰߔࠆᑪ‛↪ߪ߅ࠃߘඨಽߦߚࠆ 52.3㧑߇ 1976 ᐕߦ߅ߡ߽ᑪ‛↪ߢ
ߞߚޕᱷࠅඨಽ߇ߤߩ↪߆ࠄ᧪ߚߩ߆ࠍߺࠆߣ㧘21.9㧑߇ᨋ㧘19.8㧑߇↰ߢࠆߟޕ
߹ࠅ㧘┻↰Ꮢߦ߅ߌࠆᦨㄭ 20 ᐕ㑆ߩᏒⴝߩⓨ㑆⊛ᄢߪ㧘߶߷หߓ㕙Ⓧߕߟᨋߣ↰߇Ꮢ
ⴝ߳ᄌൻߒߚߎߣߦࠃߞߡߥߐࠇߚޕ

㧞㧚ㄭᐕߩㇺᏒ⊛㐿⊒㧘ㄘ↪ߩᄌൻ
ߎߩࠃ߁ߥㄭᐕߦ߅ߌࠆㇺᏒ⊛↪ߩ
ⓨ㑆⊛ᄢߪ㧘ⴕᯏ㑐߇▤ℂߔࠆㇺᏒ⊛㐿
⊒߿ㄘォ↪ߦ㑐ߔࠆ⾗ᢱ߆ࠄ߽ⵣઃߌࠄࠇ
ࠆޕ
┻↰Ꮢߦ߅ߌࠆㄘォ↪ߩၞ⊛ߥ․ᓽࠍ
⠨ኤߔࠆߚߦ㧘1993㧔ᐔᚑ 5㧕ᐕ߆ࠄ 2004
㧔ᐔᚑ 16㧕ᐕߦߟߡ㧘ᄢሼනߢㄘᴺ 4
᧦5 ᧦ߦࠃࠆㄘォ↪ઙᢙࠍ߹ߣߚ㧤㧕ޕ
12 ᐕ㑆ߩㄘᴺ 4 ᧦5 ᧦ߦࠃࠆ 839 ઙߩㄘ
ォ↪ߩౝ㧘ጊᨋ߳ߩォ↪߇ 317 ઙߢ㧘ో
ߩ 37.8㧑ࠍභߡߚߘࠃ߅ޕඨᢙߪㇺᏒ⊛
↪߳ߩォ↪ߢߞߚࠅ߹ߟޕ㧘ቛ߳
ߩォ↪߇ 189 ઙ㧘22.5㧑㧘⾗᧚⟎႐߇ 82 ઙ㧘
9.8㧑㧘㚢ゞ႐߇ 81 ઙ㧘9.7㧑㧘ㇺᏒ⊛ᣉ⸳߇

࿑㧠 ┻↰Ꮢߦ߅ߌࠆቛ⋡⊛ߩㄘォ↪
   ઙᢙ㧔1993㨪2004 ᐕ㧕
       ⾗ᢱ㧦┻↰Ꮢㄘᬺᆔຬળ
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45 ઙ㧘5.4㧑㧘〝߳ߩォ↪߇ 41 ઙ㧘4.9㧑ࠍභߡߚޕ
࿑㧠ߪߎࠇࠄߩㇺᏒ⊛↪߳ߩォ↪߇ߤߎߢᄙߊⴕࠊࠇߚ߆ࠍ␜ߔޕቛࠍ⋡⊛ߣߔࠆ
ㄘォ↪ߪᏒၞోၞߢ⊒↢ߒߚ߇㧘┻↰Ꮢߩ߶߷ਛᄩㇱߢቛ߳ߩォ↪ઙᢙ߇ᄙޕቛ߳ߩ


ォ↪ઙᢙ߇ᄙߩߪ㧘₹᧪㧘ળޘ㧘↰ේߥߤߩߢࠆ↰┻ޕᏒߩਛᔃᏒⴝߢࠆ₹᧪
߿ߘߩㄝၞߢߪ㧘ߎߩࠃ߁ߥᒻߢዋߒߕߟㄘ߆ࠄቛ߳ߩᄌൻ߇ߎߞߡࠆ߹ޕ
ߚ㧘࿖ 57 ภ✢߿⼾⢈ᧄ✢ߥߤ߇ㅢㆊߔࠆ┻↰Ꮢਛᔃㇱࠍਛᔃߦߒߡ㧘ᬺ߿ᬺോ㧘ߐࠄߦ
ߪ⾗᧚⟎႐ߥߤߩᣉ⸳ࠍᑪ⸳ߔࠆߚߩㄘォ↪߇ⴕࠊࠇߡࠆޕ
߹ߚ㧘ㄘォ↪╬ߩ⾗ᢱ߆ࠄㄘ߇⨹ᑄߔࠆ⁁ᴫ߽┍߃ࠆޕ1966㧔ᤘ 41㧕ᐕ߆ࠄ 2002㧔ᐔ
ᚑ 14㧕ᐕ߹ߢߩㄘォ↪⸵น㕙Ⓧߩផ⒖ࠍߺࠆߣ㧘ᬀᨋ߳ߩォ↪߇ㄘォ↪ߩᄢ߈ߥഀวࠍභ
ߡࠆޕ࿑㧡ߪ┻↰Ꮢߦ߅ߌࠆㄘ
ォ↪㕙Ⓧߣߘߩౝߢᬀᨋࠍ⋡⊛ߣ
ߔࠆ㕙Ⓧߩផ⒖ࠍ␜ߒߚ߽ߩߢࠆޕ
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を行うという土地利用変化も一
般的である ９）。第 2 章で整理し
た水害発生の要因や背景につな
がると思われる土地利用や社会
的変化が竹田市においても進行
してきたことがわかる。

Ⅴ

図７

竹田市の経営耕地面積と田の利用

資料：『大分県統計年鑑』各年版（大分県企画振興部
統計調査課編）

2012 年 7 月九州北部豪雨における拝田原・山手地区の浸水状況

１．拝田原地区における洪水発生状況
筆者は 7 月 16 日，21 日，22 日に 2012 年 7 月九州北部豪雨において竹田市内で浸水被害を
受けた拝田原地区と山手地区などで現地調査を行った。拝田原地区より上流においても，河道
の屈曲部などにおいて河道からの溢水があった。大きな浸水被害があったのは，拝田原地区か
ら約 1 キロメートル上流にある公立学校で，ここでは約 3 メートルの高さまで水没した。この
学校は 1971 年に現在地に移転した学校である。ここは玉来川の本流に近いが，浸水は本流か
らではなく，支流があふれたものである。拝田原地区の西隣の玉来地区においては，玉来川左
岸の滑走斜面の平坦地と右岸に大型商業施設が立地している。これらの施設の敷地内と周辺の
民家が浸水した。この滑走斜面は河岸に向かって低くなっているので，商業施設に近い場所で
30 センチメートル，河岸に近い場所で 1 メートル程度の浸水があったことを筆者は 7 月 21 日
に確認した。ここでは国道 57 号線にかかる桜瀬橋の欄干に流木が張り付いていた。
拝田原地区と山手地区の地形断面図を図８に示した。A-A’は東西方向，B-B’は南北方向の断
面図である（断面図の位置は図 9 に示す）。拝田原地区は 2011 年に完成した本流のショートカ
ットによって形成された旧河道付近の標高が低い。東側はすぐに丘陵斜面となる。南北方向で
は，低地が続くが，鳥越峠に近づくにつれ，緩やかに高度が上がる。しかし，旧河道付近と鳥
越峠の高度差はわずか 4 メートル程度である。稲葉川の流域である山手地区に入ると急激に高
度が下がる。
拝田原地区と山手地区において，筆者が現地調査で確認した浸水域と浸水高を図９に示した。
浸水域は西端の常盤橋から山手地区の低地部のほぼ全域である。この浸水域は 2010 年 3 月に
発行された竹田市洪水ハザードマップに記載された 1990 年 7 月九州中北部豪雨における浸水
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域とほぼ重なる。しかし，山裾などは浸水
を免れており，2012 年時の浸水域は 1990
年時より少し狭かった。
2012 年時と 1990 年時の拝田原地区の大
きな違いは，蛇行により屈曲していた玉来
川の本流がショートカットされたことであ
る。主として新しい本流の 3 地点から，河
川水が拝田原地区へ流入した。A 地点は JR
豊肥線の玉来鉄橋から本流をショートカッ
トするために築堤された場所である。鉄橋
と堤防上の手すりに流木やゴミなどが付着
しているので，A 地点で越流があったこと
が確認される。なお，本流側の堤防に破損
はなく，反対の旧河道側に破損がある。ま
た，本流の右岸にも水が流れ込み，山際ま
で浸水した。二つ目は阿蔵集落にあたる B
地点である。本流のショートカットを行う
ために阿蔵集落は河道の両岸に分断された。
そのため両岸をつなぐために阿蔵新橋が
1989 年に建設された。この橋に大量の流木
がかかって流れを堰き止め，水が両岸にあ
ふれ出したと言われている

10）。三つ目は

図８

拝田原・山手地区の地形断面図

資料：基盤地図情報（数値標高モデル，
10 メートルメッシュ）

C

地点で，阿蔵新橋のすぐ下流側である。こ
こではショートカットの為に建設された堤防が破壊された。この新しく建設された堤防はほと
んど破壊され，ここからも大量の水が旧河道を遡っていった。

２．拝田原地区と山手地区の浸水状況
このようにして，本流から拝田原地区に進入した河川水が北上していった。断面図（図８）
で示したように，この地区は 3 方が高い皿のような地形である。そのため，流れ込んだ水は，
この皿を満たすように流れて行った。JR 豊肥線を横断した流れは，国道 57 号線の北西側にも
流れ込んだ。浸水痕から旧河道沿いでは 2.5 メートル前後の高さ，つまり 1 階の軒先付近まで
浸水した。その結果，浸水によって住宅ばかりでなく，多くの商店や公共施設も被害を受けた。
また，旧河道には大量の流木が堆積したが，拝田原橋では北側の欄干が崩れているなど，流木
は強い破壊力をもっていた。
鳥越峠と旧河道の河岸は 4〜5 メートル程度の標高差である。この緩やかな登り勾配を流れ
は駆け上がり，鳥越峠で 1 メートル程度の水深があった。ここから 15 メートル程度の標高差
の山手地区に，1 メートル前後の高さの水が流れ込んでいった。県道に沿う南東方向と直進す
る北方向，鉄道を挟んで反対の北西方向という三つの流れがあった。山手地区は稲葉川をショ
ートカットして生まれた旧河道が公園となっている。この旧河道が完全に水没し，対岸のかつ
ての滑走斜面の住宅地でも 1 メートル程度の浸水があった。この公園には排水施設があるが，
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拝田原・山手地区の浸水状況

資料：筆者の現地調査（2012年 7 月 16 日，21 日，22 日）による。

稲葉川が増水していたために，十分に排水機能を発揮できなかったと言われる（竹田市，2013）。
拝田原地区の旧河道には大量の流木が堆積したが，それが山手地区まで流れ込むことはなかっ
た。

３．拝田原・山手地区における市街化の進展
仮に河川から水があふれても，そこで住宅や農地などの人間活動が営まれていなければ，そ
れは災害とはみなされない。前節で確認した拝田原・山手地区に関して，近年の都市的土地利
用の変化を整理することで，浸水域と人間活動の関連を考えたい。図 10 は 1947 年以降のこの
地区の都市的土地利用の拡大の様子を示している。使用した空中写真は国土地理院が提供する
もので，撮影年月日は 1947 年 11 月 8 日，1976 年 12 月 1 日，2008 年 10 月 15 日である。図
10 はこれら空中写真から建物敷地や都市的土地利用を抽出したものである。
1947 年において，最大の都市的土地利用は，図の北東に位置する竹田市の中心市街地である。
ここは江戸時代の城下町であり，明治以後に稲葉川の対岸に鉄道駅が開設されたため，稲葉川
の左岸にも市街地がひろがっている。拝田原・山手地区では，低地部と背後の斜面の境界部付
近に集落が分布している。山手地区では，水力発電所と学校が稲葉川の右岸にある。
拝田原地区で都市的土地利用が拡大したのは，1960 年代・1970 年代である。1976 年には拝
田原地区の低地部はほとんど都市的土地利用で充填された。1969 年に国道バイパスが玉来川の
左岸に沿って開通した。1968 年に開業した竹田医師会病院と 1974 年に移転してきた竹田警察
署はこの国道バイパス沿線にある。明治期には桑畑であった蛇行の屈曲部において，1976 年に
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拝田原・山手地区における都市的土地利用の拡大

資料：空中写真（国土地理院）（撮影年月日：1947年 11 月 8 日，1976年 12 月 1 日，
2008年 10 月 15 日）

竹田文化会館がオープンした。この時期は竹田市の人口は既に減少傾向であったが，まとまっ
た都市的開発の用地が乏しい竹田市にあって，拝田原地区は貴重な開発適地であった。
1990 年代以降の大規模な都市的開発は，それまでの河谷低地から丘陵地に移行した。図のほ
ぼ中央にある 2008 年の都市的土地利用は，1995 年に完成した竹田市総合運動公園である。こ
こには陸上競技場や野球場がある

11）。図の北東約

1 キロメートルの場所の丘陵地においては，

竹田市が造成工事を行い，宅地開発を行った。ここには 1990 年以降に市役所や小学校を中心
市街地から移転し，市民向けの住宅が供給された。
竹田市では山間地域という地形的条件のもとで，20 世紀後半以降，住宅開発や商業施設，公
共施設が河谷低地に立地していった。一方で河岸の堤防や河道のショートカットなどによって，
河谷低地の洪水発生の可能性を減少させてきた。しかし，豪雨が発生した時には，完全に洪水
発生を防止することができず，住宅や公共施設などの浸水のほか，人的被害を受けてきた。
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߇㧘2014 ᐕ 8  20 ᣣߩᧂߦᐢፉᏒߢ⊒↢ߒߚ⍹ᵹἴኂߪ㧘80 ੱ೨ᓟߩᱫ⠪ߣⴕᣇਇ
⠪ࠍߒߚⵍޕኂࠍฃߌߚၞߪ㧘ᐢፉᏒߩੱญჇടߦࠊߖߡቛ߇ᄢߒߚၞߦ⋧ᒰߔ
ࠆߩߎޕᐢፉᏒߩࠤࠬߪ⥄ὼἴኂ߇ੱ㑆ᵴേߩߣߒߡߩ↪ᄌൻߣ㑐ㅪߔࠆߣ߁
ὐߢ┻↰Ꮢߩᵩ᳓ߣหߓ᭴࿑ߢࠅ㧘⥄ὼἴኂࠍ㒐ᱛߔࠆߚߦ㧘↪ࠍࠦࡦ࠻ࡠ࡞ߔ
ࠆߎߣ߇߆ߦ㔍ߒ߆ࠍ␜ߒߡࠆޕ
ᣢߦߢ߈߇ߞߚቛߩ⒖ォߣߞߚ㧘ᣢሽߩ↪ߩᄌᦝࠍᐲ⊛ߦ⺃ዉߔࠆߎߣߪ㧘
ⴕߩᣣᧄߩᴺᐲߩᨒౝߢචಽߦⴕ߁ߎߣߪ࿎㔍ߢࠆߦ․ޕ㧘ᧄ⎇ⓥ߇ኻ⽎ߣߔࠆࠃ߁ߥ
ਛጊ㑆ၞߢߪ㧘ㇺᏒ⊛↪ߦㆡߒߚᐔߪ㕖Ᏹߦዋߥߊ㧘ߘߩࠃ߁ߥ㒢ࠄࠇߚᐔߦਥ
ⷐ〝߿ᬺᣉ⸳㧘ᣉ⸳߇┙ߔࠆߎߣ߇ᄙߚߩߘޕ㧘ੱญᷫዋߣ㜞㦂ൻ߇ㅴዷߔࠆ
ߎߩࠃ߁ߥၞߩ᳃ߪ㧘ᣣᏱ↢ᵴߦ߅ߡ㧘㒢ࠄࠇߚᐔߣߩ㑐ㅪࠍᒝߊᜬߚߑࠆࠍ߃ߥޕ
┻↰Ꮢߦ߅ߡߪ㧘Ⓑ⪲Ꮉ᳓♽ߪᵹߦ࠳ࡓ߇ቢᚑߒߚߎߣߦࠃࠅ㧘2012 ᐕ 7 ⽕㔎ߦࠃ
ࠆᵩ᳓ߪ㒐ᱛߐࠇߚߦࠇߎޕኻߒߡ㧘࠳ࡓᑪ⸳ߩᔅⷐᕈߪਥᒛߐࠇߥ߇ࠄ߽㧘߹ߛߘߩᑪ⸳ߦ
⌕ᚻߒߡߥ₹᧪Ꮉ᳓♽ߢߪ㧘ฦߢᵩ᳓ⵍኂ߇⊒↢ߒߚߚߩߘޕ㧘ⴕ߿ၞ᳃ߪ㧘
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₹᧪࠳ࡓߩᔅⷐᕈࠍߎࠇ߹ߢએߦᒝߊᗧ⼂ߔࠆࠃ߁ߦߥߞߚߚ߹ޕ㧘ᵹᧁ߇ၸⓍߒߚߎߣߦ
ࠃߞߡᵹࠍଦߒߚߣߐࠇࠆ㒙⬿ᣂᯅߪ 2014 ᐕߦขࠅუߐࠇߚޕႇ㒐߿⼔ጯߩୃᓳᎿࠍ
ߡ㧘ἴኂ⊒↢એᓟߦ᧪ߩᵩ᳓ⵍኂߩ⊒↢ࠍ㒐ᱛߔࠆߚߩਥߚࠆขࠅ⚵ߺߪ㧘ߎߩࠃ߁ߥ
ᧁᎿቇ⊛ߥኻᔕߢߞߚޕ
ߒ߆ߒ㧘ߘߩ৻ᣇߢ㧘┻↰Ꮢߪἴኂ߇⊒↢ߒߚ 7  12 ᣣࠍ↰┻ޟ㒐ἴߩᣣߣޠቯ㧘Ꮢ᳃
ߦኻߔࠆ㒐ἴᷫἴᗧ⼂ߩᶩ㙃ߦ߽ജࠍࠇᆎߚ৻ߩߘޕⅣߣߒߡ┻↰Ꮢߪ㧘2013 ᐕߣ 2014
ᐕߩ 7  12 ᣣߦ㧘2011 ᐕߦ⊒↢ߒߚ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߩⵍἴၞߩ㑐ଥ⠪ࠍ┻↰Ꮢߦߡ㧘Ꮢ
᳃ࠍኻ⽎ߣߒߚ⻠Ṷળࠍታᣉߒߚޕᐔ߇ਲߒߊ㧘㜞㦂ൻߣੱญᷫዋ߇ㅴⴕߔࠆ┻↰Ꮢߦ߅
ߡ㧘ᓟߩ㒐ἴᷫἴࠍታߔࠆߚߦߪ㧘Ꮢ᳃ߩ㒐ἴᗧ⼂ߩะࠍၮ␆ߣߒߡ㧘Ꮢ᳃↢ᵴߩ
ၮ⋚ߣߥࠆᵹၞߩᐔߦ߅ߌࠆ↪ߩࠅᣇߦߟߡ㧘ߎࠇ߆ࠄ⼏⺰߇ㅴࠄࠇࠆߎߣ߇
ᦼᓙߐࠇࠆޕ

ᵈ
㧝㧕ߎࠇࠄ᳓ኂⵍኂߩ⛔⸘ߪ✚ോ⋭⛔⸘ዪ⾗ᢱߦࠃࠆౕޕ⊛ߦߪ㧘╙ 2 ᰴ⇇ᄢᚢએ೨ߪౝോ⋭㧘
ߘࠇએᓟߪ✚ോ⋭ᶖ㒐ዪߩ⾗ᢱߢࠆޕ
㧞㧕┻↰Ꮢߦ㑐ߔࠆੱญ߿ㄘォ↪ߥߤߩ⛔⸘ߪ㧘ᄢಽ⋵ડ↹ᝄ⥝ㇱ⛔⸘⺞ᩏ⺖✬ޡᄢಽ⋵⛔⸘ᐕ
㐓ޢฦᐕ ࠍ↪ߒߚޕ
㧟㧕ᵹᧁߪᒰၞߢߩᵩ᳓ߛߌߢߥߊ㧘ਅᵹㇱߣᶏ㕙ߦ߅ߡ㧘Ṫᬺ߿ㅢߩ㓚ኂߦ߽ߥࠆޕਛ
Ꮉ㜞ᯅ㧔2001㧕ߪ㧘ᄢ㊁Ꮉࠍᵹਅߒߡᐭḧߦᵹࠇㄟࠎߛᄢ㊂ߩᵹᧁ߇㧘㘑ߣầᵹߦࠃߞߡ
ᐭḧߢߤߩࠃ߁ߦേߚߩ߆ࠍࡕ࠺࡞ൻߒߚޕ
㧠㧕┻↰Ꮢߢߪ 1993 ᐕ 9 ߦ߽บ㘑ߦࠃࠆἴኂࠍ⚻㛎ߒߚޕ9  2 ᣣ߆ࠄ 4 ᣣߩ 3 ᣣ㑆ߢ 36.5 ࡒ
ࡔ࠻࡞ߩ㒠᳓㊂ࠍ⸥㍳ߒߚߩߎޕἴኂߢߪᱫ⠪ᢙߪ 4 ੱ㧘ቛߩోუඨუᚭᢙߪ 19 㧘
ᐥᐥਅᶐ᳓ߪ 98 ߢࠆ㧔↰┻ޡᏒ ╙ޢ3 Ꮞ㧕ޕ
㧡㧕╩⠪߇ߎࠇࠄ⾗ᢱߩᧄᢥ߿ᐕߥߤߦ߅ߡ㧘ᵩ᳓ߩ⸥ㅀࠍᛮ߈ߒߚ߽ߩߢࠆߦ․ޕᳯᚭ
ᤨઍߦ㑐ߒߡߪ㧘ฎᢥᦠߥߤߩ⸥ㅀࠍ╩⠪߇⋥ធ⏕ߒߚ߽ߩߢߪߥޕ
㧢㧕┻↰ߪ 16 ♿ᧃ߆ࠄᢛ߇ⴕࠊࠇߚㄭጟ⮲ߩၔਅ↸ߢࠆޕၔㇳߪ߅ࠃߘ 1 ࠠࡠࡔ࠻࡞
㔌ࠇߚጊߦᑪ⸳ߐࠇߚ߇㧘ᱞ჻߿↸ੱ߇ዬߔࠆߚߩᏒⴝߪⒷ⪲Ꮉฝጯߩࠊߕ߆ߥᐔㇱ
ߦᑪ⸳ߐࠇߚޕ17 ♿ߩၔਅ↸ߣߒߡߩᢛߩၮᧄᣇ㊎ߪ㧘ᒻࠍၮḰߣߒߡ߅ࠅ㧘ᓸ㜞ߣૐ
ߦⴝ〝ࠍ㈩⟎ߒߚ㧔㊄ 2013㧕ోޕߣߒߡ㧘ᓸ㜞ߦᱞኅ㧘ૐߦ↸ੱ߇㈩⟎ߐ
ࠇߡߚޕ
㧣㧕ߦ␜ߒߚ┻↰Ꮢߩ↪ߩ᭴ᚑߪ㧘࿖ᢙ୯ᖱႎߩ 3 ᰴࡔ࠶ࠪࡘߦ߅ߡᣥ┻↰Ꮢߩ▸࿐
ߦࠆࡔ࠶ࠪࡘࠍಾࠅขࠅ㧘ߘߩࡔ࠶ࠪࡘౝߩ 10 ಽߩ 1 ⚦ಽ↹ߦߟߡ㧘↪ಽᲤߩ
㕙Ⓧࠍ▚ߒ㧘1976 ᐕ㧘1987 ᐕ㧘1997 ᐕߩ↪ߩ᭴ᚑᲧ₸ࠍߒߚ߽ߩߢࠆޕ
㧤㧕ㄘᴺ 4 ᧦ߦࠃࠆㄘォ↪ߣߪ㧘ㄘᚲ⠪⥄り߇ㄘࠍઁߩ↪ㅜߦォ↪ߔࠆ႐ว㧘ㄘᴺ 5
᧦ߣߪ㧘ᚲᮭࠍ╙ਃ⠪ߦ⒖ォߔࠆߣหᤨߦ㧘ઁߩ↪ㅜߦォ↪ߔࠆ႐วߢࠆޕ
㧥㧕ᄢㄼ㧔1959㧕ߪ੩ㇺᐭ↱⦟Ꮉᵹၞߩ߆ࠄ㧘ጊ㑆ၞߢߪᢳߦ㧘ᐔㇱߢߪ᳚Ửේߦ᪀
߇ࠆߎߣࠍᜰ៰ߒߚߚ߹ޕ㧘ᢳߪᄙߊߩഭജ߇ᔅⷐߢࠆߚߦ㧘ᢳ᪀ߪᣧ
Ბ㓏ߢᷫዋߒߚ↰┻ޕᏒߦ߅ߡ߽ 1960 ᐕઍߦ᪀㕙ⓍߪჇടߒߚ߇㧘1974 ᐕߩ 46 ࡋࠢ࠲
࡞ࠍࡇࠢߣߒߡᷫዋߒ㧘2000 ᐕߦᶖṌߒߚ㧔ዬ, 2009㧕ޕ
10㧕㒙⬿ᣂᯅߪਔጯߩᓔ᧪ࠍᅹߍߥࠃ߁ߦ㧘ᯅᩴߩḧᦛ߇ዊߐ⚿ߩߘޕᨐ㧘ᴡᐥߣᯅᩴߩ㑆߇
⍴ߩߢ㧘ᓟ߽ᵩ᳓⊒↢ߩේ࿃ߦߥࠆน⢻ᕈ߇ࠆߣߐࠇߚ㧔┻↰Ꮢ㧘2013㧕↰┻ޕᏒߣర
᳃ߩද⼏ࠍ⚻ߡ㧘ขࠅუߒ߇ቯߐࠇ㧘2014 ᐕ 5 ߦขࠅუߐࠇߚ߅ߥޕ㧘ᯅᧄ߶߆㧔2013㧕
ߪ㧘ߎߩࠛࠕߩᵩ᳓⊒↢ߩේ࿃ߣߒߡ㧘ၮᧄ⊛ߦߪ⇣Ᏹߥ᳓ߦࠃࠆㆊᵩ᳓ߢࠆߎߣ

40
40

  ዬ

ࠍᜰ៰ߔࠆ߇㧘ߘߩ⢛ᓟߦᧄⓂߢᐲ߽ᜰ៰ߔࠆᵹᧁߣᯅߩᓇ㗀ߩ߶߆ߦ㧘↰ේ߆ࠄ⚂
1 ࠠࡠࡔ࠻࡞ਅᵹߦࠆ㝼࠳ࡓߩሽࠍᜰ៰ߒߡࠆࠅ߹ߟޕ㧘ἴኂᒰᣣߩᦺ㧘࠳ࡓߩࠥ
࠻ࠍో㐿ߦߒߚ߽ߩߩ㧘࠳ࡓ߇ᵹࠇࠍ㒖ኂߒߚน⢻ᕈ߇ࠆߣᜰ៰ߔࠆޕ
11㧕2012 ᐕ 7 Ꮊർㇱ⽕㔎ߩᤨߦ㧘ⵍἴߩᡰេࠍⴕ߁ࡏࡦ࠹ࠖࠕߩၮ߇ߎߩ✚วㆇേ
ߦ⸳⟎ߐࠇߚޕ
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Flood Damage and Land-use Change in a
Semi-mountainous Area in Japan
A case of Taketa City of the Kyushu Northern Downpour in July, 2012
DOI, Haruhiro

Abstract
The sediment disasters and the flood damage by the record rainfall
have frequently taken place somewhere in Japan. Taketa City, Oita
Prefecture located in the semi-mountainous area has experienced several
flood disasters by the heavy rain in its history. The present study takes up
the flood damage that took place in the Taketa City in July, 2012 to be a
case, and believes the flood area and the background of the generation in
relating about its geomorphological condition, the socioeconomic change
and the land-use change. The region where the flood occurs repeatedly in
the city advanced by the urban land use since the latter half of the 20th
century, and corresponds to small-scale river valley plains that have been
chiefly used as a farmland. The local government has just began the
advance for the cultivation of citizens' disaster awareness in addition to a
civil engineering technique such as a river improvement in order to
improve the resilience of disaster in the Taketa City since the disaster in
2012.
䇼Key words  ޤTaketa City, flood, land use, disaster prevention, future
earth
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