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1. はじめに
　九州北部では、６月30日から７月１日にかけてと、
7月12日から７月14日にかけて、梅雨前線の活発化に
伴う大雨により災害が多発した。気象庁は、福岡県、
大分県、熊本県において多大な被害を発生させた７月
11日から14日にかけての豪雨を「平成24年７月九州北
部豪雨」と命名した。
　当法人では、今回の豪雨による土砂災害について、
災害実態の把握を目的に、大分県由布市と熊本県阿蘇
市および南阿蘇村を対象に現地調査を実施した。緊急
的に調査を実施したため調査箇所は限られるが、確認
した土砂移動と被害の状況等について以下にその概要
を報告する（調査箇所は図-1参照）。

2. 大分県由布市（岳本川）（7月5～6日調査）
①流域概要
　岳本川は、大分川の支川で由布岳の西側に源頭部を
有する流域面積約0.5㎢の土石流危険渓流であり、主
な地質は第四紀火山岩（安山岩・玄武岩類）である。
　流域内には、主流路に２基のコンクリート不透過型
砂防堰堤が整備されており、その下流には、渓流保全
工が整備（一部整備中）されている。

②災害概要
●降雨状況

　岳本川近傍の雨量観測所である湯布院雨量観測所
（国土交通省）によると、災害発生時の降雨状況は
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最大時間雨量47mm（7月１日18:00～19:00）、連続雨量
131mm（６月29日17:00～7月1日23:00）図-2であった。特
に雨の集中した17:00～19:00の２時間で71.5mmの雨量
が観測された。またこの一連の降雨までには、梅雨入り
した６月上旬からの累積雨量が約600mmに達していた。
●被害状況

　土石流は7月1日18時30分頃に発生した。被災状況と
しては、人的被害は発生せず、家屋被害（半壊）１棟、
床下浸水8棟であった。

③現地調査結果
・	発生区間での調査では、崩壊地は確認できなかった。
渓床堆積物が降雨によって移動したことが土石流の
発生原因と推察される写真- １。

・	渓床の侵食が著しく、１号砂防堰堤上流域で比較的
規模の大きい渓床の“抜け”が確認された写真-2。

・	１号砂防堰堤は、右岸袖部が施工目地を境に破断し
流出しているものの、土砂・流木を捕捉し機能を発
揮している写真-3。

・	２号砂防堰堤でも同様に土砂・流木を捕捉した。調
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査時点では、すでに土砂・流木の撤去工事が進めら
れていた写真-4。

・	既設の砂防堰堤で捕捉しきれなかった土砂・流木が
下流に流出し氾濫した。流路工の末端の暗渠地点が
閉塞することで氾濫が助長されたと考えられる。氾
濫地点近傍の家屋に、1.5m程度の流動深の痕跡が認
められた写真-5。

・	氾濫範囲は県道216号の下流にも到達しており、水
路や道路を流下して水や土砂が広がったと考えられ
る。県道下流側で氾濫した土砂のほとんどは数cm
程度の砂礫や砂・泥であり、場所によっては10～
60cm程度の堆積が確認された写真-6。

3. 熊本県阿蘇地域（7月17～18日調査）
①地域概要
　調査対象範囲は、阿蘇市及び南阿蘇村のうち、図-1

に示す４箇所である。この地域は、阿蘇山の外輪部の
内壁にあたり、火山噴出物（火山灰、溶結凝灰岩、溶
岩など）と、それを開析侵食して堆積した二次堆積物

降雨状況（国土交通省湯布院観測所、平成24年6月29日17:00～7月1日24:00）図-2

写真-1 土石流発生箇所の最上流部（明瞭な崩壊地は確認できなかった）

写真-2 １号砂防堰堤上流の渓床の侵食 写真-3 越流・袖部の破損が確認された１号砂防堰堤

袖部の破損
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壊等に伴う土砂流出が発生し、各地で土砂災害が発生
した。調査を行った4箇所の概要を以下に示す。
1南阿蘇村立野

・谷出口付近は、30～50cm程度の石礫が多量に堆積
していた写真-7。

・流出した土砂・流木により複数の家屋が流失・全壊
等の被害となっている写真-8。

・土砂移動の末端部は、JR豊肥線まで到達している。
末端部に至る土砂堆積域では１ｍ程度の巨礫や流木

で構成される。
②災害概要
●降雨状況

　梅雨前線の南側にあたる九州北部地方では、東シナ海
上から暖かく湿った空気が流入し、大気の状態が非常に
不安定となったことにより、12日未明に猛烈な豪雨が発生
した。阿蘇乙姫雨量観測所（気象庁）によると最大時間
雨量106.0mm（12日2:00～3:00）、連続雨量816.5mm（11日
13:00～14日17:00）であり、特に降雨の集中した12日1:00か
ら7:00までに459.5mmの豪雨となった図-3。

●災害状況

　平成24年７月九州北部豪雨による被災状況は、熊本県
全域で死者・行方不明者25名、家屋全壊210棟、家屋半
壊1,263棟などとなっており、そのうち被災の集中した阿蘇
市及び南阿蘇村では、死者・行方不明者24名、家屋全
壊112棟、家屋半壊1,121棟などの被害となっている。

③現地調査結果
　今回の豪雨により、阿蘇山外輪部の内壁で、斜面崩
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降雨状況（気象庁阿蘇乙姫観測所、平成24年7月11日13時～7月14日17時）図-3

写真-5 流路工末端の埋塞箇所と被災した民家（調査時点では
掘削され流路が確保されていた）

写真-4 除石・除木工事中の2号砂防堰堤 写真-6 県道下流での土砂堆積状況

写真-7 谷出口の状況 写真-8 流失した家屋の跡地

災害時に閉塞した暗渠
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が堆積していた写真-9。

2阿蘇市一の宮町東手野

・平成２年に土石流が発生したことを受けて砂防堰堤
の整備を行った渓流ではない支渓流から発生した土
石流により、谷出口付近には１m程度以上の石礫が
点在して堆積している写真-10。

・流出した土砂・流木により複数の家屋が流失・全壊
等の被害となっている写真-11。

・県道213号下流の流路には、数cm程度の砂礫や砂・
泥が堆積していた写真-12。

3阿蘇市一の宮町野中

・土砂は、治山施設を乗り越えて流出しており、２
～３m程度の巨礫は治山施設の下流で堆積している
写真-13。

・流出した土砂や水により複数の家屋等が全壊・床上
浸水などの被害となっている写真-14。

・暗渠沿いの道路には、1.6m程度の土砂堆積の痕跡が
確認できる写真-15。

4阿蘇市一の宮町坂梨

・外輪部上部の斜面が崩壊し、大量の土砂・流木が流
出している写真-16。

・流出した土砂・流木により複数の家屋が流失・全壊
等の被害となっている写真-17。

・流下した細粒土砂と流木が国道57号沿いの田畑や宅
地に堆積している写真-18。

4. おわりに
　本報告では、２つの地域の災害について、調査した

写真-9 流失した家屋の跡地 写真-10 谷出口から流出した石礫の堆積状況

写真-11 土砂・流木により全壊・流失した家屋
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結果の概要を整理した。
　大分県由布市の事例では、２基の砂防堰堤が土砂・
流木を捕捉したことにより、下流の被害軽減に役だっ
たと考えられる。
　熊本県阿蘇地域の事例では、巨礫を伴う土砂や流木
の流出により、家屋が流失・全壊するなどの被害が多
く発生していることが確認できた。

　最後に、今回の豪雨災害により亡くなられた方々の
ご冥福をお祈りするとともに、被災地の一日も早い復
興を心よりお祈り申し上げます。

参考資料
★	岳本川土石流災害調査所見；国土技術政策総合研究所	砂防研究室・
独立行政法人	土木研究所	火山・土石流チーム

★	H24.7.12熊本広域大水害に係る被害状況等について（第63報）平
成24年8月27日10:00現在；熊本県危機管理防災課

写真-12 下流流路の堆積状況

写真-15 土砂堆積の痕跡

写真-16 崩壊した斜面の遠景

写真-17 土砂・流木により流失した家屋跡

写真-18 国道沿いの堆積状況

写真-13 治山ダムの下流に堆積する巨礫 写真-14 土砂が流入した家屋

土砂堆積の痕跡
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