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Abstract 

Researches and repor臼� on the incomings and outgoings of subterranean water 

have so far been published by scor田� of institutions. Most of them，however，are 

nothing but investigations into the outgoings of' wat窓口� that is，pump discharge. This 

report w i1ldeal in a study of the actual circumstances of a recent decrease in the !1

recharge and its cause!1 wIth our research aimed at the皿echanism of recharge or 

retention，equivalent to the incomings out of the equilibtium 

Our researched area isthe alluvial [an formed by the Sho River and the Oyabe 

River，both tlowing through the w回� tern part of Toyama Prefecture，where 

agriculture utilizing rice paddies has been prosperous for ages 
On the alluvial fan formed by a rushing stream like the Sho River，a large 

amount of water was invariably required because of a rapid penetration of irrigation 

water through a thin layer of topsoil into the subsurface. This inevitably led to the 

development of irrigation channels direct取� from the river. The temperature of the 

river was so low that the growth of rice was hindered to yield less. Subsequently，to 

raise the temperature of paddy water by preventing irrigation ，:"ater from penetrating 

into underground，the sludge-consolidated irrigation projects were launched one after 

another from 1962 to 1977. 
In parallel with the enlargem田� t of rice paddy lots，the separation of irrigation 

channels from drainage canals，and the construction of paths betwe叩� fields，the 

agricultural land adjustment projects were implemented to promote the modernization 

of agricultural operations through the introduction of highly mechanized practic出，� 

These projects have succeeded to modern agriculture to bear fruit， whereas the 

infiltration capacity has been gradually on the decline 

The observation of ground-water 1巴vels regarding our researched area could be 

traced back to 1963. From then onwards，data were gathered several times by the 

national and prefectural agenci田� associated. This report will contrast those data 

available with an environmental change in such land utilization as sludge-consolidated 

lrngauon proJec回，� agricultural land adjustment projec臼)� and a change of crops，while 

at the same time，w i1lshow a study of the actual circumstances of a recent decrease 

in the amount of water upkeep and i臼� cause 
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1993年鹿児島豪雨災害と防災教育

岩松 陣(鹿児島大学理学部)・中原征五(鹿児島市立星峯中学校)� 

1. 1993年鹿児島豪雨災害の残した教訓� 

1993年夏鹿児島では激甚な災害に見舞われ，� 121名にものぼる多くの犠牲者を出した。

災害の実態やハード的対策については別にまとめたので(岩松，1994)， ここでは主として

避難などソフト面での教訓を述べる。災害当日，早くから警報や避難命令が出ていたにも

関わらず，集中豪雨や台風に襲われるのに慣れっこになっていたためか，この程度なら大

丈夫と自己流の判断を下して，逃げ遅れて災害に巻き込まれた例や，消防団員の制止を振

り切って自宅を見に帰り被災した例など，教訓とすべき事例が多々あった。自分だけはあ

るいは今回は大丈夫と楽観的に判断するいわゆる正常化の偏見によるものである。

一方，鹿児島市の隣町郡山町では，防災行政無線を活用した結果，� 1名の犠牲も出さず

に済んだという明るい例もあった。ここでは無線を通じた役場からの早め早めの指示が大

きく貢献したが，それだけではなく集落ぐるみでお互いに助け合って避難したこと，つま

り地縁社会がまだ正常に機能していたことが幸いしたのである。� 

2.防災教育の重要性

このように，地域住民が災害に対してどれだけの知識を持ち.行動に移すことができる

かが，生死を分ける鍵を握っていると言えよう。そこで，防災教育が大事になってくる。

防災教育とは災害危険地域の周辺住民や防災関係者等に対する普段からの防災に関する教

育啓発活動や訓練をいう(消防科学総合センター，1989)。防災教育を通じて防災意識の高

揚が図られ，自らを守るための技術と情報の習得がなされれば，地域防災力の向上が期待

される。当然，県や市町村では自主防災組織の結成を働きかけ，そのために地域講習会や

講演会などを企画し，桜島の大正噴火記念日には避難訓練を実施している。しかし，成人

は日常の生活があり，参加者を集めるのに苦労しているらしい。自主防災組織の結成率も

他県に比してかなり悪い。

では学校教育における防災教育はどうであろうか。関東大震災で火災による死者を多数

出したことから，� I地震!火を消せ!Jと学校で徹底的に教え込まれるようになった。そ

の効果があってか，最近のわが国における地震災害では火災が非常に少ない(奥尻島の火

災は流されてきた漁船によるという)。大人になってから理屈で知ったことと異なり，幼

少時に身につけたことは血肉化し，反射的に行動に移れるからである。やはり.学校教育

における防災教育は非常に重要である。� 

3. アンケート調査

それに比べて風水害ではどの程度の防災教育が普及しているであろうか。頻繁に風水害

に見舞われる鹿児島県では，他県よりもより防災教育の徹底が望まれる。そこで，鹿児島� 
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市内の中学校を対象にアンケートによる実態調査を試みた。対象校は，低地の旧市街地に

ある甲束中学校(この校区では浸水被害があった)と泊濫した甲突川の中流河岸にある河

頭中学校(学校自体が浸水し，校区では斜面災害や水害があった)，およびシラス台地上

の団地にあって被害のなかった明和中学校(比較的古〈開発された団地)と星峯中学校

(最近開発された団地)の4校である。回答は17学級585名あった。

アンケー卜は鹿児島市内で一番被害の多かった8.6水害と災害一般について選択肢から

選んでもらう方法を採った。最後に災害に強い鹿児島市づくりについて自由に書いてもら

った。 

4.アンケート結果

災害が発生したのは夏休みの夕刻だっ

たので大部分自宅にいたが，塾の夏期学 others NA 
校にいた人や街へ買い物に行っていた人

もあった  (Fig.1)。そのうち，約  19%の

人が危険な目に遭っている  (Fig.2)。やは

り，河頭中 甲束中の生徒に被災者が多

い。その時の経験を聞くと，  I突然土が

ふってきた  J I家の裏山がくずれて家が

school home 

つぶされた  J I前にいた自転車が水にう Fig.1 Whe田 do you have been in the disaster? 

まって消えた  J I弟も私も流されるとこ

ろだった」と生々しく証言している。 NA indang巴E 
自宅が被災した人は全体の約119るだが，

やはり甲東中 河頭中の被災率が高い。

直接被災しなかった人でもほとんどが

ライフライン災害の間接被害を受けたが，

一番困ったのが断水で，停電 電話不通

がこれに次ぐ。

次に災害一般について質問してみた。

鹿児島県本土の約6割はシラスに覆われて

いることは有名である。シラスという言  

業自体鹿児島の方言に由来するから，さすがにシラスという言葉はほぼ全員が知っている。

しかし，実際に見たと答えた人は  54%と半数に過ぎない。教室内での詰め込み教育ばか

り行われていて，実地に即した理科教育が行われていない証拠でもあろうか。

時間雨量数10mm程度を起す土砂降りだとがけ崩れが発生しやすいことはかなり知られ

ているが， 100皿回以上と多めに答えた人が26%もいるのは問題である。逃げ遅れる恐れ

がある。斜面に大木が繁り緑豊かだと安全だと答えた人が66%もいる。実際はそうした

ところほど風化土層が厚い訳だから表層崩壊の危険が高い。こうした災害知識を伝えるこ

とが急務である。 
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Fig. 2 Do you have been皿 danger at that time? 

同

次に，火砕流と土石流という言葉につ

いて聞いてみた  (Fig.3)。雲仙災害で報

道されて以来，火砕流という諮は非常に

有名になったから，ほとんど大部分が知

っていた。しかし，土石流の本場鹿児島

でこの語を知っている人が火砕涜よりも

少ない。防災教育に果たすマスコミの役

割の重要性を示している。

災害の伝承という意味で，甲突川の過

去の水害についても間ってみた。実際は

過去に今回のような大水害が何度もあっ

たのだが，知っていた人は半数にも満た

なかった。近年の都市化の進行による移

住民の増加も一因であろうが.核家族化  Fig. 3 Do you kllow debris flow alld pyroc1astic flow? 

に伴って祖父母との同居が少なくなり，

数 10年 ~100年といった周期の災害について伝承が途切れてしまったことも原因であろう。

大人から災害時の心構えや注意を聞いたかという別の質問に対して，半数しか聞いておら

ず，聞いた人のうち祖父母からと答えた人が14%であったことからも裏付けられる。

最後に防災都市づくりのアイディアを求めたが， I緑を大切にする  J I団地を作りすぎ

ている」といったマスコミ論調の引き写しが目立った。なお，被災経験の有無によって全

く内容の異なるのが印象に残った。被災者は「石橋をこわすJ 1)11を掘り下げる」といっ

たストレートな表現で具体案を書いていたのに，被災していない人のものには「鹿児島を

ドームでおおう J I山をなくす」といったふざけた内容のものがかなりあった。  

4.学校教育の場における防災教育の推進を

がけ崩れや洪水といった現象はある程度避けられない自然現象であって，すべてをハー

ド的に対処するのには無理がある。しかし，死亡災害ゼロだけは何としても達成しなけれ

ばならない。ソフト的対応が重要になってくる所以である。オンライン豪雨災害予知警報

システムの開発・設置など行政の果たす役割も大きいが，終局的には住民自身が「自らの

命は自ら守る」という心構えで自主的に行動することが鍵になる。正しい災害知識の普及

啓蒙と日常的な避難訓練による血肉化が，いざというときの的確な行動を規定する。その

点で，防災教育の重要性を強調しでも強調しすぎることはない。防災教育では，地域防災

会など自主防災組織を通じた教育，マスコミを通じた啓蒙，学校教育の三つがある。現実

として都市化が進行して地域の災害史など知らない新移住民も増えているし，結果として

地縁社会が崩壊してしまっている。さらには核家族化により災害伝承も途切れてしまった。

そこで，学校教育の場における体系的系統的な防災教育の必要性が高まっている。災害は

小学校の生活科や中学校高等学校の理科教育にとって，もっとも身近な生きた教材である。

ぜひ教員の皆さんには積極的に取り組んでいただきたいと思う。  
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Questionnaires on 1993 Flood Disaster inKagoshima，Japan 

Akira IWAMATSU* and Seigo NAKAHARA帥� 

Abstract 

Kagoshima city has been damaged due to heavy rainstorm in August 6，1993. Many 

landslides occurred and the Kotsuki river running through血e center of世1e city has been 

floodded wide area of the downtown. 

585 students of several junior high 加on the disaster，回tionnair田We sent out qu

schools. Some examples of白e replys to the queslionnaires are shown as follows. 

Q: Where do you have been in the disaster? 

A: Home(64.1%)，Juku(17.8%)，Downtown(6.0%)，School(2.6%)，Othe四(6.2%)，NA(3.4%) 

寸
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と重要�  -!k:.多長中主或と=巳号イ:系 く� 1 ) 


一地質構造の形態的特徴についてー


杉本実、梅原順造(横浜市環境科学研)、三梨昂

1.はじめに

筆者らはこれまで横浜地域の地盤災害等(地盤沈下、地下水障害、地震災害、斜面崩

壊)について対応するため、当地域の地質調査を行っている。特にこれらは地層の層相

・層厚変化や地質構造に規制されることが多いため、この問題について検討してきた。

一方、地震月報(1992)等による過去� 1 2年間の記録で、� 2つの浅発地震集中域がこれ

らの構造と関係することが判明している(三梨，� 1993)。

ここでは、基盤運動を地層の厚さの変化および変形から仮想基盤変位法 (VBM法)を用い

て推定するが、初めに地質構造と形態的特徴および地層の層相・層厚変化について概説す

る。� 
Q:Do you have been in danger at that tin田?� ，(18.6%)，回Y.5%)，A: Noσ9

Q: Tell us your experiences in danger. 
2. 地 管 関 序 白 極 論

A: Landslide occurred behind my house. 1 have buried alive beneath the landslide mass. 図� 1 -1に横浜地域の地質図を示し、図� 1 -2に房総・三浦半島および多摩丘陵地区の

A: 1 have been washed away by the flood. 層相区分と対比図を示す。図� 1 -3には三浦半島北部から横浜地域、多摩丘陵、加治丘

Q:Does yo町� house have been damaged? A: y，回。1.3%)，No(86.8%)，NA(1.9%) 陵の入間川流域に至る層序断面図を示すが、これについては後述する。

横浜地域南部の東京湾岸では上総層群の層序が模式的に分布し、下位より凝灰質砂岩Q:Do you have observed the shhasu? A: Yes(54.0%)，N o(44.3%)， NA(1.7%) 

(73.7%)，回A: Y 1.No(2，� 

NA(1.9%) 


からなる野島層(160 m)、泥岩からなる大船層� (140m)、凝灰質砂岩からなる小柴層� (110m)、Q: Do you know the term debris flow? 9%)，NA(4.4%) 
砂質泥岩からなる中里層� (60m)、淡水性の砂泥互層~含組磯砂からなる浜層� (30m+)がそれ

ぞれ整合関係で堆積されている。当地域から富岡向斜、星川ド ム、横浜地域北部およ

び多摩丘陵地域を結ぶ地域では小柴層に対比される地層(南多摩層)が厚く発達し、図� 

2に見られるように� 1 0累層に区分されている。

また、上記模式地の全層厚は約600mであり、房総半島西部の層厚とほぼ同厚であるが

房総半島中・東部の層厚約1800mと比べると約1/3の堆積量であり、同時期における堆積

層厚の違いが認められる。� 

3. 摺曲構造の形態

図� 1 -4に摺曲構造の分布地域を示す。横浜地域を中心とする地域の摺曲構造は順次

北方から� NNW方向の東京半ド ム、� NW方向の鶴川榛曲、および同方向の溝の日向斜、� 

EW方向に推定される鶴見ド ム、� NNW方向の星川ドーム、および NW方向の富岡向

斜、� EW方向の文庫半ドームがある。これらはいずれも数度以下の緩い傾斜角をもって

発達する。また、星川ド ムと溝の口向斜の聞には東西性の綱島断層群(最大落差30m)

が発達する。これは、全体として摺曲軸が西から東に向って放射状の形態をとり、向斜

優勢の槽曲構造となっている。これは三浦半島中部や房総半島でみられるような、いわ� 

333 

，(89.7%)，回A: Y

Q: Do you know血at the Kotsuki river have often flooded in the past? 

A: Yes(36.4%)， No(60.7%)，NA(2.9%) 

Q: Do you have been 1aught how to do in the disaster? 

A:Y田� (48.9%)，N咲60.7%)，NA(2.9%) 

Above-mentioned replys show白at no knowledge of disaster have been handed down 

form generation 10 generation in nucleaF f:四1I1y age. Therefore it is very important to leach 

it in schooling. 

Key Words : Education of disaster prevention，Rainstorm，Flood disaster，Kagoshima City 

Q:Do you know血e term pyrolcastic flow? Noσ5%)，NA(2.7%) 

* Faculty of Science，Kagoshima University 1-21-35，Korimoto，Kagoshima，890 Japan 

料� Hoshigamine Junior HIgh school 4-10-1，Hoshigamine，Kagoshima，891-01 Jap剖1 
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