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まえがき  
 
 本レポートは、平成 30 年度に検討した多量の降下火砕物（軽石や火山灰）が、鹿児島市街地に堆積した
場合に続き、大噴火後に最も降下火砕物が降る可能性が高い大隅半島の交通対策について検討したもの
である。交通の回復を図るためには、技術的な面のみではなく、諸制度や法律がネックとなることもワ
ーキンググループの委員会で指摘された。そのため、大噴火対策として交通回復に必要な事項を、提言
の形でとりまとめることとした。補足資料と合わせて、防災検討のための有効な資料となることを願う
次第である。 
 
 大正噴火の記録を調査する過程で解った最大の事項は、大正噴火を記録した図書の多くが実際には噴
煙被害を受けなかった鹿児島市側の視点で描かれていた事である。このために大隅半島で起きた被害の
実態が埋もれてしまい、他の主要火山で行われている火山の減災対策が、現在でも大隅半島側でほとん
ど実施されていない事実である。大隅半島側の被害は、「桜島爆発肝属郡被害始末誌 鹿児島県肝属郡役所
（1915）」によると、23 名の死者行方不明者が記録されている。爆発やその後の暴風雨被害で失われた家
が 702 ⼾（推定約 4,200 人）にのぼる。それだけにとどまらず、この地域を繰り返し襲う土石流、食糧
難、社会インフラの喪失（道路不通や復旧困難）などで、多くの人々が艱難辛苦に陥った事実が記載さ
れているが、これらの情報は有効活用されることは無かった。 
 

本ワーキンググループの昨年度のレポート(鹿児島市街地をモデルにした検討)でも記載したが、今日
の社会は、大正噴火当時に無かった文明の利器を使用できることが、生命維持や暮らしの必須条件とな
っている。それは、電気であり、道路、水道、情報通信網である。これらの社会インフラは、噴火後に
は一時的に寸断する可能性が高い。問題なのは、その喪失期間である。噴煙が覆う大隅半島では、噴火
後５日間以上は本格的な復旧作業が困難と考えられる。降灰中は、視程が数 m しかない可能性が指摘さ
れており、その場合は、道路啓開作業や復旧作業は、現在の技術力では実施がなかなか困難である。 

さらに、錦江湾沿いのカルデラ壁に堆積した軽石は、土石流となって繰り返し集落と道路を襲う。垂
水市牛根地区の場合は、その回数が１年間に６回にも及ぶ。大噴火後のこの地区は、世界で最も土石流
が繰り返し発生する危険な地区となろう。土石流や洪水は噴火後少なくとも１〜10 年は断続している
が、記録が無いものまで含めると、大隅半島の各地で大小の土石流や洪水が頻発したと推定される。 

 
本ワーキングのレポートは、「災害対策は拙速を旨とせよ」の視点で「暫定レポート」として公開する。

これは、早期に対策が実施されることを願って出来るだけ早く公開する点と、本レポートより優れた知
見や復旧法が将来必ず見出されるであろうから、とりあえず現時点の参考情報として活用して頂きたい
との視点からである。今後完成度を高めたレポートを作成する予定は今のところ無い。その検討を、行
政サイドが引き継いでくれることを期待している。 

 
本研究は、鹿児島大学地震火山地域防災センターの「大規模噴火にレジリエントな社会の実現に向け

た防災・減災の取り組み専門部会」の活動の一部である。ワーキンググループの具体的な検討は、⺠間
の技術士を主体とした委員のボランティア活動と、垂水市などの行政機関のオブザーバー参加で平成 30
年 6 月から１年間行われた。検討に参加した WG 委員とアドバイスを頂いた京都大学火山観測所およ
び各オブザーバー、シミュレーションを行い資料を御提供下さった気象研究所、ならびに鹿児島大学関
係者に厚く御礼を申し上げ、ここに暫定レポートを報告するものである。 
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1 提言 
 
 
 
 
  

大噴火後の交通被害を低減するために提言する。交通被害軽減のためには、交通以外の取り組みも不
可欠であり、その事項を総括提言とし、大隅半島の交通に関する提言と区分した（ただし、交通に直結
しない事項は省略した）。防災関係者の検討資料の一助となれば幸甚である。なお、提言だけでは解り難
い部分が多いため、提言の補足資料を添付資料に記載した。 

 

総括提言 

提言１ 桜島は現在 100 年余りの間隔で、大噴火を繰り返しているので、必ず噴火する前提で、次の噴
火に対する備えを行うことが重要である。 
 次の大噴火があることを前提に、住居地域区分設定を行い、災害時に必要となる諸設備を平常時から
準備し、⻑期的視点にたって火⼭災害の影響が少ない⼟地利⽤区分に移行する必要がある。 
 
提言２ 桜島の大噴火被害が、数年間に亘って大隅半島に継続的な被害をもたらしたことを県⺠に周知
する必要がある。 
 桜島の大正噴火で噴煙の風下にあたる大隅半島の被害は甚大であった。大隅半島で少なくとも 23 名
が犠牲となり、同年 11 月までに 702 ⼾の住宅が倒壊や埋没ないし亡失するなど、甚大な被害があった
事実がこれまで知られていない。このことが、大隅半島の桜島大噴火対策が進んでいない一因になって
いると考えられる。 
 
提言 3 鹿児島県全域に甚大な被害を及ぼす桜島大噴火に対し、減災の取り組みが不十分である。行政
機関の実践的な対応部署を明確にし、減災と救援・復興の検討を早急に開始する必要がある。 
 大噴火後は、停電・交通被害・農林水産業の被害・⼟石流・洪水などが発生するため、離島を除く鹿
児島県全域で、ソフトやハード対策を事前に検討整備し大噴火への準備を整える必要がある。 
 
提言 4 桜島の大噴火を想定した特例法を制定する必要がある。 
 現行法では、噴火前の緊急対策は、地権者の権利や法的制約との調整に時間を要し、間に合わないと
考えられる。事前の大噴火対策と復旧を短時間で実施可能とするため、地域と期間を限定した特例法の
制定が必要である。 
 
提言 5 電気・上下水道・道路・情報網などの社会基盤が高度に整備された近代都市の近郊で大噴火が
起きる例は、世界に事例が無い。このため、未知の災害として大混乱の発生が予想される。したがって、
あらゆる事態を想定した事前防災が必要となる。 
 豪雨・津波・地震災害については、対処手法がほぼ確立されているが、多量の降下火砕物（軽石や火
⼭灰など）を伴う大噴火対策については、確立されてはいないため早急な検討が必要である。 

桜島大噴火の被害を減らすための提言（大隅半島） 
交通被害に関するワーキンググループ 
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大隅半島の交通に関する提言 

 
提言 6 扇状地や狭い谷底平野および背後に大きな集水域を持つ海岸平野では、大噴火後に繰り返し⼟
石流や洪水が発生するため、道路は頻繁に不通になる。このため、住⺠の生活圏の保全も含め、砂防対
策や河川対策および道路保全対策が必要である。 
 桜大噴火後は、大正噴火では 30 ㎝以上の降下火砕物が堆積した地域で⼟石流が発生し、場所によっ
ては繰り返し発生した。また、河川では、噴火後に河床が上がり洪水も繰り返し発生した。交通手段の
確保と、住⺠の生活及び産業保全まで含めた砂防対策や洪水対策が必要である。 
 
提言 7 道路・航路・空路は、噴火中ないし、噴煙活動中には利⽤出来ない事態に陥ると考えられる。
また、錦江湾に面した地域では、陸上交通網が⻑期間寸断されるので、発生する孤立地域に対し錦江湾
内の海上交通手段を検討する必要がある。 
 国道 220 号の垂水〜⽜根間は、大噴火後には、半年以上に亘って不通になるか頻繁に不通になると考
えられる。この地域は、繰り返し孤立地域となるため、具体的な支援対策が必要である。 
 
提言 8 桜島の大噴火後は、活発な噴煙活動が⻑期間続くので、道路に降り積もった火⼭灰や堆積物の
除去が⻑期間にわたって必要となる。 
 桜島の噴火活動は勢いを減じながら半年以上続くと考えられる。その間の堆積物の除去と処分場所の
確保および⼟石流が流出した箇所の復旧が必要となる。 
 
提言 9 桜島の大噴火を考慮した大隅半島の砂防計画は、降下火砕物の特性を考慮する必要があり、汎
⽤的な指針に加えて地域特性を考慮した規定が必要である。 
 降下軽石を多量含む⼟石流は、一般的な⼟砂災害の指針とは異なる性質（発生規模・発生頻度・⼟石
流の密度・流下する勾配など）があるため、この地域の特性を反映した指針の早急な制定あるいは、対
策工の実施が望まれる。 
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