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提言の補足資料 
 
提言１の補足説明 
 
 
 
 
 桜島は、文明噴火（1471～76 年）、安永噴火（1979～82 年）、大正噴火（1914 年）と大噴火を繰り返

してきた。現在、毎年 1000 万㎥のマグマが蓄積され続け、錦江湾奥部のマグマ溜まりでは、すでに大正

噴火時の約 90％程度までマグマ量が回復している。このため、近いうちに再び大噴火が起きると予想さ

れている。同時に、恒常的なマグマ供給

が続いているので、桜島は、今後も 100

年余の期間で繰り返し大噴火すると考

えられる。 

 国内の活動的な火山で、17 世紀以降に

噴出物量3憶㎥以上の噴火が２回以上あ

ったのは、桜島、樽前山、北海道駒ヶ岳、
有珠山の 4 火山のみで、噴火の際に積雪
が溶けて 144 名の死者行方不明があっ
た十勝岳を加えると、今世紀に最も危険
と見込まれている火山は 5 か所になる。 

このうち、桜島以外の火山では、すで
に将来起きると考えられる大規模噴火
に対応する計画が策定され、ハード対策
とソフト対策が進行している。例えば、
樽前山では、1739 年の大噴後、現在は沈
静化に向かう可能性が指摘されている
が、それでも大噴火が積雪時に起きた場
合でも安全で、さらには大噴火後に 100
年に一度の豪雨が降ることまで想定し
て流出する土砂から住⺠や街が安全となるよう施設整備が進められている。 

ところが、桜島については、桜島島内で昭和噴火規模を想定した砂防事業が実施されているものの、
大隅半島では大噴火に対応する砂防施設の整備計画や道路計画はほとんど進んでいない。他の火山が大
噴火時も対応できる計画を策定し、ハード対策を進める中で桜島は、大噴火に対応したハード対策が進
んではいない点（大隅半島）で他の 4 火山とは著しく異なる火山である。 
 図-1.1 は、大正噴火時に軽石や火山灰が堆積した厚さを示したものである。気象研究所の 2016 年の
１年間の気象場のシミュレーションでは、大隅半島で桜島の真東から南北 30 度以内の方角に、噴煙の
中心が向かう確率は概ね８割である。この場合、20 ㎝以上の降下火砕物が降り積もる地域に住む鹿児島
県内の人口だけで、12 万 4,000 名になる。大正噴火後は、降灰量 5 ㎝の地域でも大きな被害が発生して
いるが、その地域は宮崎県南部まで広範囲に及び多くの人々が暮らしている。今回の検討対象とした大

図-1.1 大正三年桜島火山降灰礫分布図（金井, 1920）の 
リライト 数値単位はｍ  作成 鹿児島地図センター 

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、必ず大噴火する前提で、次の
噴火に対する備えを行うことが重要である。 
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隅半島（桜島を除く）の降下火砕物が堆積する厚さ別の人口（平成 27 年国勢調査よりカウントした 鹿児島県域の
み）は、下記の通りである（添付資料-1 参照）。 

 ・50 ㎝以上の範囲     32,377 名 
 ・30 ㎝〜50 ㎝の範囲   9,413 名 

       ・20 ㎝〜30 ㎝の範囲  82,290 名 
 国内の砂防計画の基本は、100 年に１回程度の豪雨で発生する土石流に対応する方針である。桜島も
100 年に 1 回程度は大噴火する可能性があるので、豪雨と大噴火が複合した砂防対策を行う必要がある
と考えられる。ハード対策としてのコンクリート製の砂防堰堤などは、数世紀以上の長期間にわたって

使用することも可能であろう。費用と便益を算定する場合、長期的な便益を期待できるインフラは、数

世紀の供用期間を考慮しても良いと考えられる。この観点が無ければ、長期的な国土保全には制約が伴

うこととなる。 

参考までに明治 30 年に施行された砂防法第六条にも触れることとする。この法律は、現在でも生き
ている法律である。そして、三十六条は、一定期間内に実施しなければ、執行罰を課する規定であり、
明治時代に砂防に対する必要性を強く認識していたと考えられる。 

 
提言 2 の補足説明 
 
 
 
 
 桜島の大正噴火後、大隅半島の暴風雨で、23 名の死者行方不明者があったことや、約 702 ⼾の住宅が
倒壊や埋没あるいは亡失で住めなくなったことは知られてはいない。23 名の死者行方不明者は、多量の
降下火砕物による土石流・洪水などの被害が、その主な被災原因で、もし大噴火が無ければ死亡者は発
生しなかったと推定される。噴火後の悲惨さを、鹿児島県肝属郡役所が 1915 年に取りまとめた資料（櫻
島爆発肝属郡被害始末誌）から、冒頭部分を現在の言葉に代えて下記に引用する。 
  
 
 
 
 
 

【肝付郡役所の記録（現代語訳） 第４章の「一般罹災者救助」p.103】 
 桜島の大噴火は、住⺠の家を奪い、耕地を奪い、避けることが出来ない災害をもたらしたのみなら
ず、桜島の隣接地である肝属郡の住⺠は同じく被害を被り、飢えに泣くものその数を知らず、さらに
六月と八月には暴風雨の被害が激甚で、如何にして助かり得るのか、無残の極みである。・・・ 
 両陛下より莫大なる義援金（御救恤金）の御下賜を拝戴することとなり、・・・ 

砂防法第六条〔明治三十年法律第二十九号〕 
 砂防設備ニシテ他ノ都道府県ノ利益ヲ保全スル為必要ナルトキ、其ノ利害関係一ノ都道府県ニ止マ
ラサルトキ、其ノ工事至難ナルトキ又ハ其ノ工費至大ナルトキハ国土交通大臣ハ之ヲ管理シ、其ノ工
事ヲ施行シ又ハ其ノ維持ヲ為スコトヲ得 
第三十六条   
私人ニ於テ此ノ法律若ハ此ノ法律ニ基キテ発スル命令ニ依ル義務ヲ怠ルトキハ国土交通大臣若ハ都
道府県知事ハ一定ノ期限ヲ示シ若シ期限内ニ履行セサルトキ若ハ之ヲ履行スルモ不充分ナルトキハ
五百円以内ニ於テ指定シタル過料ニ処スルコトヲ予告シテ其ノ履行ヲ命スルコトヲ得 

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。 
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 この様に降下火砕物が覆った大隅半島の住⺠生活は、暴風雨や⾷糧難で「無残の極み」であった。 
 両陛下の御下賜金は、３回給付されており、桜島爆発の罹災者と、その後発生した暴風雨被害者に給
付されている。暴風雨被害は、降灰後には土石流と洪水が激甚になる点と、「櫻島爆発肝属郡被害始末
誌」に記載されていることから、その多くが、噴火災害の犠牲者と考えることが適切と考えられる。 

鹿児島県が 1915 年にまとめた県全体の死者行方不明者数は、図-2.14（本文に掲載）に示した様に、
世帯主 29 名、非世帯主 43 名の合計 72 名である。図-2.14 は、表-2.2（本文に掲載）の 23 名を考慮し
ていないので、重複する可能性が少しでもある牛根村と垂水村の犠牲者３名を除くと、72 名に 20 名足
して 92 名が、大正噴火の最小の犠牲者となる。 
 大正噴火では、桜島島内で溶岩埋没を原因として消失した家屋が 2,100 ⼾もある。一方大隅半島でも、
噴火を原因として倒壊・埋没および亡失した住宅が 702 ⼾記録されている。桜島の場合は溶岩に飲み込
まれた家屋がその大部分なので、今日でも流下する溶岩から家屋を保全することは難しい。一方、大隅
半島の 702 ⼾の場合は、砂防施設により技術的には被災を予防することが可能である。 
 失われた住宅合計 702 ⼾の記録から、１⼾当たりの家族構成員が 6 名と仮定すると、約 4,200 名の
人々が家を失ったことになる。家を失わなかった人々も、圃場からの収穫は得られず、かつ道路や河川
および圃場の復旧に当たる必要があった。その様な状況で、明治 33 年に発布された罹災救助基金法に
関わる県の規定を、噴火後に緊急改定し、⾷糧費や小屋掛費が改正前の約 4 倍になったのは、被災者に
はせめてもの救いであったと推察される。 
 現代では、人口減少が続いている大隅半島で大噴火後に人口減少に拍車がかかると見られる。現時点
から人口減少対策を含めた検討が望まれるであろう。 
 
提言３の補足説明 
 

 
 桜島が大噴火した場合、図-補足１に示した様に鹿児島県本土全域に多量の降下火砕物（軽石と火山
灰）が堆積する。災害は広範囲でかつ甚大なので、市町村単独での対応には困難があり、国や県の積極
的な関与や事前の減災対策の策定と実施が重要であるあることは言うまでもない。現在、鹿児島市は多
量の降下火砕物が堆積する場合の減災対策を検討中であるが、鹿児島市に多量の降灰があれば、まだ、
検討をスタートしていない日置市やいちき串木野市および薩摩川内市周辺にも多量の降灰がある。そし
て、それらの市町村は、県内の他の市町村や国・県と連携を取って対処しなければ事態は悪化する。そ
の調整や牽引役として鹿児島県庁の社会的な責任は大きい。インフラ対策や復旧に関しては、技術職員
の具体的な検討が不可欠であり、実務を担当出来る部署が県庁内に必要である。本来は、もっと早い段
階で、対策の検討と整備を進める必要があったと考えられる。 

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。 
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提言 4 の補足説明 
 
 
 
 現在の法律は、桜島大噴火のような地域限定の特別な事態を想定して制定されている訳ではない。こ
のため、桜島大噴火においては、すみやかな減災対策と復旧対策の実施に、現行法では対応できない場
合が多いと考えられる。まずは、数億㎥にのぼる降下火砕物の捨て場所が無い問題である。現実的には、
錦江湾（平均水深 140m）の深い部分に軽石や火山灰を沈める手法が良いと考えられるが、現行法の規
制のために、処理場所を検討する協議は進んではいない。噴火後の海面には、陸と同じように軽石が降
り積もりそれらはやがて海底に沈む。錦江湾の海底には大正噴火・安永噴火・文明噴火など過去の大噴
火で降り積もった軽石が海底に堆積しているが、それらが環境に悪影響があるとの指摘は無い。 

鹿児島県がまとめた「櫻島大正噴火誌 1927 年 p.220」では、詳細な調査によって「水産上に受け
たる桜島爆発の影響」の項目に「不漁と豊漁がみられ、爆発の影響がどれほどあったかは、判断するこ
とは難しい（爆発の影響は軽微であった）」と結論づけている。 

鹿児島市は対策を検討するにあたって、最終的な降下火砕物の廃棄方法と廃棄場所を決めなければ、
実践的な復旧計画を策定できないとしている。緊急の道路啓開も復旧も具体的な計画策定も出来なけれ
ば、多くの人命と産業が失われることになる。ところが、環境省は錦江湾に沈めることを許可してはい

図-補足１ 桜島大噴火で予想される降灰地域 
調査製作 砂防地すべり技術センター 2007 年 

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。 
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ない（2019 年 2 月 5 日現在）。環境省の担当者としても法律がある以上、簡単に許可できる立場に無い
ことも理解されなければならないが、法律が人間を豊かにするために制定された点に立ち戻って考える
必要があろう。東日本大震災で、自衛隊の現場の指揮官は、法律違反を見ないことにし、部下が路上の
車両を移動させて道路啓開と救援に当たったことを黙認した。この法律違反行為が無かったら、さらに
多くの人命が失われたであろう。今日では、この教訓から災害時の車両撤去に関する法律は改正されて
いる。このような現在の法律が、大噴火後の緊急時には社会機能に損害を与える観点から、桜島大噴火
が迫っている桜島周辺地域では、「大噴火災害を考慮した法律を制定」する必要があると考えられる。 
 この他にも、噴火前に緊急に土石流の流路工を建設したり、緊急に砂防堰堤を水田に造ったり、土石
流分散堆積地を建設するため、大面積の用地確保が必要な場合が考えられる。現在の桜島の観測体制は、
大正噴火と同じような噴火の前兆現象があれば、数カ月前には検出することも可能で、緊急の砂防対策
を実施可能な時間がある。ところが、技術的には可能であっても、「地権者の同意」が得られなくては着
工できない。多くの地権者が関わる事業を数カ月で実施することは事実上困難である。このため、「非常
時に緊急避難的な工事を実施可能とする法律」が必要である。 
 さらに、財政的な課題もある。年度途中で発生する大災害の予防に対して財政的な緊急処置が行われ
ることは無い。災害が起きた後は、災害復旧費が予算計上されるが、年度途中であっても大噴火が迫っ
ていることが解った場合に予防対策に財政処置できる災害対策費も大幅に認められる必要がある。特に
桜島の様に高度な観測体制が敷かれ、年度の途中に大噴火の予知が可能で、防災対策を行うことが可能
な火山では、それを可能とする法律が必要である。砂防堰堤（ソイルセメントなどを含む）を建設する
のであれば、災害後では無く災害前に建設する方向が優れていることは言うまでもない。 
 災害に関する法律の不備は、災害対策全国交流会でも指摘されている（「大規模自然災害に対する防
災、減災、法整備のあり方を考える」災害対策全国交流集会・2016in 福島／第 3 分科会：中村）。多くの関連法
を一気に整備することは難しい。桜島周辺地域（鹿児島県本土全域と宮崎県南部）に適用する、地域と
期間限定の法律であれば、検討期間も短縮できる可能性があろう。また、この法律に関しては、過去の
法律に抵触しても、噴火時には新しい法律が優先するなどの処置を行い、噴火に間に合うように早急に
制定する必要があると考えられる。 
 

提言 5 の補足説明 
 
 
 
 
 
 鹿児島県では危機管理局に危機管理防災課が設置されているが、同課が公表している 9 項目の業務内
容に「桜島の大噴火対策」は、特に掲げられてはいない。鹿児島県では活火山が多いため、桜島だけを
考慮することはもちろん適切ではないが、人口と産業および鹿児島県全域に与える影響を考慮すると、
桜島の大噴火対策は、業務内容として重視するとともに明記しても良い事項であろう。桜島の大噴火対
策が明記されていないためか、桜島の大噴火に対する県全体の備えはほとんど実施されておらず、桜島
が大噴火した際に「県⺠の生命と財産を守る（2018 火山砂防フォーラム）」県の表明の具体的な裏付けは著
しく不足している（桜島島⺠の避難については鹿児島市が実践中）。 

これまで、危機管理局は、災害が多い鹿児島県で、奄美豪雨など多くの災害に対応し機能してきたと

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社会の近郊で起きる大噴火
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。 
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思われる。しかし、それは、度重なる経験から、非常時における一連の避難・救援・復旧手法が確立さ
れているため機能したものであろう。例えば、道路が斜面崩壊で通れなくなった時、道路管理者は、す
でに災害協定を結んでいる建設業者に、道路の崩土撤去を依頼すれば、撤去が実施され道路を通れるよ
うになる。撤去手法も工事費の積算手法もこれまでの実績と経験を踏まえ確立されている。日本では、
豪雨災害・津波災害が繰り返し起きているため、これらの非常時の対応法は地方・国・自衛隊などで経
験が生かされ概ね機能する。 

ところが、桜島が大噴火した際には現在の非常時の対応法は機能出来ないであろう。それは、近代化
された日本では未経験の災害であるからである。例えば噴煙の風下側で 10 ㎝以上の降下火砕物が堆積
する範囲（大正噴火では面積 1200 ㎢）では、大噴火のピーク時に軽石が降り、それは礫状からやがて
砂状に変化し、その後、火山灰が降り積もるが、車のライトも降下物に遮断されことになる。このため、
視界は数ｍもない可能性がある（1977 年の有珠山噴火で降灰の中を走行した車両では、「視界はライトをつけても

２ｍもない」と記録されている〔NHK 取材班 有珠山大噴火 1978 p.50〕）。降下火砕物が空から降る状況では、

どこが道路なのか解らない事態にも遭遇する。とても、車両が走行できる状況ではない。火事があって

も消防車は現場に行けず、警察車両、自衛隊車両でさえ移動は出来ない場合が考えられる。 

たとえば、噴火後、大隅半島で災害派遣医療チーム（DMAT）に支援を要請しても現場に移動できず、

ましてや DMAT が３日間耐えた後は、JMAT (日本医師会災害医療チーム)が到着するから万全の体制が

整っているとの構想は、机上の空論に過ぎない。航空機は飛べず、現地の道路を通行することも困難な

のに、どうして全国から集まった JMATが大隅半島の救援箇所に３日間で到着できよう。大正噴火と安

永噴火で偏西風の風下あった大隅半島では、少なくとも５日程度は視界がほとんど無い状態が続いたと

みられる。このように、地震・豪雨・津波災害の場合は機能するこれらの対応マニュアルや組織機能は、

桜島が大噴火した場合は現在のままでは機能しない。 

 さらに、多量降灰地域では、停電が起きる可能性が高い。その理由としては、①大噴火後に大地震が

起きる可能性が高いこと、②火山灰が通常の火山灰より一桁細粒であるため送電施設の碍子や鉄塔に付

着し、南九州全域で地絡（電気が大地に流れ自動的に停電になる）が起きる可能性が高いこと、などが

指摘される。停電が起きた場合、災害拠点病院でさえも３日間程度の自家発電用燃料しか確保されてい

ないので、長期の自家発電が出来ない可能性が高く、その場合は病院の近代化された設備も停止に陥る。

日本がこれまで経験を積み重ねて改善してきた災害時を想定したシステムは、このように、桜島の大噴

火時には機能することが難しい。 

 停電になると、今日では携帯電話などの情報網も寸断される可能性が高い。情報のやり取りが困難な

状況で、場合によっては災害担当部署の職員が登庁する事さえ難しい状態で、如何にして救援と復旧を

行うかが実際の現場では問われるのである。難しい課題であるが、解決しなければならない現実の課題

である。 

さらに付け加えると、残念なことに地震や台風の災害に比較し、復旧には大幅な時間が必要となる。

火山の風下の地域では、現状の技術では５日間程度は、停電の復旧作業の開始も困難な可能性が高い。

その後も、噴煙活動はやや沈静化しながら続くが、仮に停電の原因となっている地点が山間部の送電鉄

塔とすると、火山灰が降り積もった斜面を走行し現場に到着しなければならないが、これとても簡単で

はないであろう。また、道路も、小さな渓流との接点ごとに、軽石の流出などがあることが考えられ、

通常の走行とは異なるものになるであろう。 

 この他にも水道ストップ後の飲用水確保と下水維持など、多くの困難な課題がある。鹿児島市等の人

口密集地ではさらに課題が増えるが、大隅半島の山間部ではまた別の課題が発生する。このように、こ
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れまで日本で起きた災害の救援・復旧手法を桜島の大噴火にそのまま適用することは出来ない。したが

って、現段階で、あらゆる局面を想定した検討が必要となる。当ＷＧの検討対象である道路についても

同じ状況であり、大噴火に間に合うよう諸準備を行う必要がある。 

 検討課題は、社会インフラ・情報・医療・産業（農林水産業・商工業）の他、ありとあらゆる分野が

対象となる。机上の想定訓練だけでも、降下火砕物の向きや量の違いで多様なケースが考えられる。具

体的な検討は他の組織で行う場合でも、統括的な組織で実施するべき検討課題は山積している。これら

の課題を検討する部署として、例えば「桜島大噴火対策課」などの名称で、現在から大噴火後の復旧時

まで、一定期間機能する専門部署が必要であろう。同時に、いざという時に指揮命令の権限を有する組

織に進言ないし所属できる長期に亘る人材育成の場としても活用される方向性が考えられる。 

 

提言 6 の捕捉説明  

 
 大正噴火で、降下火砕物が 30 ㎝以上堆積した地域で土石流が発生した記録（下川 1991）があるが、
この調査時点、1991 年で記録に残されていない土石流も少なく無かったと考えられる。このため、地形
によっては、30 ㎝未満の堆積量でも土石流発生に警戒する必要がある。 

提言 6 の参考資料として、鹿児島県が 1927 年に出版した「櫻島大正噴火誌 p.449」から、鹿児島、
姶良、曽於、肝付の各郡⻑にだされた通達の一部を、現代の語に書き直して下記にしめす。 
【依命通牒の一部を抽出し現代語に意訳した】 

 
  

爆発以来数 10 日間降下した灰石は山や谷を埋没し、渓流を遮断し流路を変更した。軽石の上に積も
った緻密な火山灰は雨水の浸透を妨げ、降下物の熱で植物も枯れたので、雨水の大部分は非常の勢力を
もって流下した。このため、堆積層を崩壊させて巻き込み大きな破壊力を持つようになった。押し流さ
れた噴出物は、自ら渓谷に堆積して堰堤を作り泥水を貯え湖池を形成した（天然ダム）。天然ダムの水位
が徐々に上がり、急転直下恐るべき土石流を起こすことは、僅か 42.2 ㎜の日降雨で家屋の流出と人畜の
大被害があった垂水と牛根の例をみれば明らかである。 
 安永噴火の古記では、噴火 12 日後に高免村で大土石流が発生し、二俣と白濱の上方部で土石流が起
きた記録がある。翌年の 5 月には、比冀谷から土石流がでて、野尻、赤水村を洗い流して全滅させた（桜
島のことと推測される）。また、同月牛根村に大出水が来て家を押し流し、二川の邊は窓から水が入り損
害が甚だしかった。 
 貴所においては、洪水の恐れがある場所を調査し、危険区域を定め家屋を移転せしめ、あるいは避難
所を設け降雨の際は迅速に避難の準備を為さしめ、その他河川の堤防修築砂防工事などの予防方法を講
じ些の遺憾なきを期せられ候 

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、住⺠の生活基盤の保全も含め、
砂防対策や河川対策および道路保全対策が必要である。 
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提言 7 の捕捉説明  

 
 大噴火後の大隅半島全体の交通状況と現在の国道 220 号の状況については、大正噴火後の記録「櫻島
爆発肝属郡被害始末誌 pp.428〜429」から知ることが出来る。当時の文章を現在の言葉にして、以下
に要約する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安永時代に噴火した桜島は、再び噴火して火柱を噴き、大きな鳴動と振動を起こし、天地が引っ繰り
返るのではないか思われるほど砂石を降らせ、一大修羅場の様相を呈し人々は不安になった。このため、
交通機関の運搬が途絶し、一時は近隣の消息すら知ることが出来なかった。その後さらに降下した灰石
は、ついに道路を塞ぎ、徒歩でさえも通過に困難な状況があった。それだけでは無く、数回の水害で、
崩壊した山岳の土砂、岩石、樹木などが押し流されて、更に埋没、破壊、流失、などの大災禍が繰り返
し発生し、更に橋梁、暗渠などの破壊、流失などがあった。佐多街道の牛根垂水間の中瀬⼾付近は、溶
岩の噴出で全く閉塞し、通路が遮断されどうすることも出来なかった。このため、本県の鹿屋土木出張
所が、応急対策として代わりの道や橋を架けようと日夜奮闘したが、降雨の都度、繰り返し破壊されて、
復旧工事は進まず、徒労に終わるので困った。 

このように、道路の被害はおびただしいもので、佐多街道はもちろん、百引街道の場合は、降灰石の
堆積が多い中心軸になるので、百引二川間の 4 里 15 町あまりの道路は全く閉塞された。これまで百引
から牛根に向けて搬出していた貨物は、輸送手段が無くなり、牛根村⺠を⾷料攻めで泣かしたような観
がある。百引村からの貨物は、牛根村に届ける必要があるので、しかたなく曽於郡市成を迂回し、馬の
背をたよりに運搬した。このため、運賃は、玄米１俵につき 24 銭もの高額な運賃となった。この困難
は、道路修繕工事の完了で解決することが明らかなので、本県土木課でも修繕工事の完成を急いでいる。
その様な状態であるが、佐多街道中の垂水村海潟から牛根境までの４里 20 町あまりは、高隅山に堆積
した降灰石が降雨のたびに流下して危険なので、当分の間、その工事に着手することが出来ない。特に、
二川橋の場合は、手の付けようがない惨状である。 

〔鹿屋土木出張所の報告の一部抜粋〕 
佐多街道は、延⻑ 21 里あまりのうち流出した橋梁は、牛根村の麓橋、沸石橋、松ヶ崎橋、大迫橋、

中浜橋、垂水の小浜橋、城ノ下橋である。牛根村の二川橋は埋没している。このため、今日に至るまで、
応急工事を行い代道を造り、代橋を架設し既に２万円を費やしたが、水泡に帰すため、当分の間垂水牛
根の 4 里 20 町あまりは、危険区域として放棄の状態となった。 

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海上
交通手段を検討する必要がある。 
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噴火後に交通途絶となった 6 本の主要道路を県資料から引用し、表-1.2 に掲載する。これらの道路で
は、交通量に応じ客車、馬車などが通行できるように、その他の路線では駄馬および人車が通行でき
る程度に応急修繕を行っている。今日で言う「道路啓開」的な処置が行われたと見られる。 

 
 

 
 
 
 
 
 
提言 8 の捕捉説明  
 
 
 
 
 

路線名 途絶箇所 
佐多街道 垂水村界二川間 
百引街道 二川、百引間 
高隅街道 市成、高隅間 
岩川街道 志布志、岩川間 
末吉街道 松山、岩川街道分岐点間 
鹿屋街道 安楽、夏井間 

図-1.4 鹿児島県肝属郡役場資料 抜粋 pp.428〜429 

表-1.2 大正３年桜島大噴火後における交通途絶箇所  櫻島大正噴火誌 p.233 

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。 
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大噴火後直後は降下火砕物が激しく降るが、桜島の噴煙活動はだんだん規模が衰えながらも 8 カ月以
上継続する。このため、風下となった地域では降灰が続くこととなる。「櫻島爆発肝属郡被害始末誌 
p.428」では、「爆発以来数 10 日間降下せる灰石は」と記載されている。大噴火後、数 10 日間は、降灰
が特に著しかったと推定される。 

一方、道路横の小さな渓流からは、１〜数年間は軽石が流出すると推定される。初期の段階では、頻
繁に流出し、時間を経過すると、大雨の後に軽石が土石流と一緒に流出すると考えられる。 

 
提言 9 の捕捉説明  

 
桜島が大噴火した際に降下する軽石は、一般的な土砂とは著しく異なる性質がある。さらに、軽石の

上に火山灰が堆積し、浸透能が小さいために雨水は流れやすくなる。また、火山灰は大正噴火の記録の
なかでセメント質という表現が度々見受けられるように、固化する性質があり、雨水は地表面を早い流
速で流れるものと考えられる。 

大規模な土石流を起こさないはずの僅かな雨量（日雨量 18.9 ㎜）でも氾濫し、日雨量 42.4 ㎜で図-1.5
に示した 50 町歩に及ぶ被害をもたらす大規模な土石流や泥流を引き起こしている。全国的な砂防施設
の整備基準とは異なる指針が必要と考えられる。緊急火山砂防で原則的に行われる砂防堰堤内の除石は、

図-1.5 大正３年 3 月 6 日の垂水村の市来を襲った土石流の被害 

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。 
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桜島大噴火の場合は困難な側面がある。まず、堆積する降下火砕物が、30〜100 ㎝以上と極めて多量で
ある点と、春から夏にかけて南九州では降雨が多い点がその理由である。 

表-1.3 に、垂水村の村誌に記載されている垂水村内の土石流発生状況を記載した。この記録では最初
の土石流が 2 月 8 日に発生していることになっているが、実際にはそれ以前にも発生している。この状
況を鹿児島新聞 1914 年 2 月 10 日版から下記に現代の文字と言葉に代えて引用する。 

 
【鹿児島新聞 1914 年 2 月 10 日版】 
『牛根麓全滅す 洪水約四百⼾を浸す』 
 肝属郡牛根村麓並びに邊田二部落が八日午前洪水の爲め再び悲惨なる被害を蒙りたる次第は別項

記載の如くなるが取調べの爲め八日午後同地に赴き九日午前帰来したる上床保安課⻑の談に依れば今
回の洪水は八日朝大雨の爲め麓、二川の谷川氾濫し多量の軽石を流下したる爲付近⺠家にして床上又は
床下を埋められたるもの居宅百七棟厩舎七十八棟流出居宅二倒壊居宅一棟に達し幸い人畜には死傷な
かりしもこの洪水のため麓約二百⼾邉田約二百⼾は殆ど全滅の致命傷を与えられ桜島爆発避難後僅か
に住家を掘りたて帰家したるものも最早家財道具悉く雨水に浸潤し且つ今後の雨毎に軽石を流下する
事は疑わなければ将来はここでも復活の見込みなかるべしと去れば前記約四百の住⺠は、取り合えず全
村境部落に避難する事に決したりと云う天災の止むを得ざる次第とは云へ這般の遭難誠に同情に堪え
ざるなり。 

 牛根村の惨状をしめす記録として、旧牛根村を含む垂水市の資料も下記に示す。 

【垂水市史料集（八）牛根編 ｐ79 垂水市教育員会】 
大小河川は灰・砂石のために埋まり、水の流れを見る川とてはなく、雨期に入ってからは降灰隻の重

量のために傾斜した牛根の山岳部は、何百箇所となく山崩れして、谷から川へ、川から海へ打ち出す間
に、耕地と言わず宅地と言わず押し流し、その被害たるや筆舌につくし難く、数年間は安住の気持ちは
なかった。桜島爆発によって、牛根村は、全地域のほとんどが再起不能の状態に立ち至った。全村⺠は
最低の生活をし、三学校・役場を再建し、耕地の復興を計ったが、その後幾年もの歳月を要したのであ
った。このような事で、教育の発展も意の如くならなかったのである。 

表-1.3 は、垂水村の土石流被害であるが、隣の牛根村では１年間に 6 回の土石流が記録されており、
翌年以降は無い。このため、地形が急峻な牛根では、１年間で降下火砕物の不安定なほぼ全量が流出し
たと推定される。 

発生日 
（1924 年） 

被害 降雨強度 
（ｍｍ） 

 

死者・行方不明 全半壊流出家屋 床上浸水 橋梁流出 日雨量 出典 
2 月 8 日  0   3 5 1 32.9（垂水） 下川 1991 
2 月 15 日 1 1    60   -   18.9（鹿児島市） 垂水村郷土誌 

2 月 25 日   0 2     105(浸水) 1     - 下川 1991 
3 月 1 日    0 0 0 (道龍川埋没) - 下川 1991 
3 月 6 日 0 30   116   10   42.4（垂水） 垂水村郷土誌 
3 月 8・9 日 （少し大雨がある毎に洪水を起こし、砂石

を押し流し来たり。） 
- 下川 1991 

8 月 22〜26 日 0 1   51   -   13〜109※ 垂水村郷土誌 
 

表-1.3 大正３年桜島大噴火後の垂水村の土石流被害 ８月までの記録 
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桜島大噴火時の交通対策
暫定レポート2019年6月版

大隅半島側に軽石が厚く堆積すケース

鹿児島大学地震火山地域防災センター
大規模火山噴火にレジリエントな地域社会の実現に向けた防災・減災の取り組み専門部会

交通への影響ワーキンググループ

概要説明版

1



大正噴火の大隅半島の被害

・死者行方不明者（大隅半島のみ） 23名 桜島爆發肝属郡被害始末誌
・住宅の倒壊埋没亡失（大隅半島のみ）702⼾ 桜島爆發肝属郡被害始末誌 1914年11月15日報告
・移住者（大隅半島のみ） 1036⼾ 桜島郷土誌

次の噴火と降灰確率
・大噴火の時期（私たちが生きている世代は経験する）
・規模（大正噴火が考えられる噴火規模）
・大隅半島に降下火砕物（軽石・火山灰）が降る確率 約8割
大隅半島の激甚被災可能性人口（鹿児島県内のみ） 20㎝以上の地域に12.4万人
・50㎝以上の火山灰堆積地域 3.2万人
・20〜50㎝の火山灰堆積地域 0.9万人
・20〜30㎝の火山灰堆積地域 8.2万人
（10㎝の降灰地域でも被害は大きい）
大正噴火で大隅半島は、噴煙の風下になるた
め、桜島に次ぐ甚大な被害が発生した。
この事実も今後重視する必要がある。
桜島爆發肝属郡被害始末誌 p.103(現在の言葉で要約）

桜島の大噴火は、住⺠の家を奪い、耕地を奪い、
避けることが出来ない災害をもたらしたのみな
らず、飢えに泣くものその数を知らず、さらに
六月と八月には暴風雨の被害が激甚で、如何に
して助かり得るのか、無残の極みである。 2



大隅半島の土石流被害

・大噴火後は降灰量数㎝以上の地域で洪水が激化
・降下火砕物30㎝以上の堆積地域で土石流発生
・大隅半島の主要河川で洪水発生

土石流
・山腹斜面に降り積もった降下火砕物が
不安定土砂として降雨後に繰り返し流出した。
１年間に垂水村11回 牛根村6回

・日雨量（時間雨量ではない点に留意）42.4㎜で大被害
垂水村3月6日 全半壊流出家屋30⼾

床上浸水166⼾
橋梁流出10箇所

・堆積厚さ30㎝以上の地域で土石流発生

大正噴火で大隅半島は、噴煙の風
下になるため、桜島に次ぐ甚大な
被害が発生した。
この事実も今後重視しする必要が
ある。

同じ集落を何回も大規模土石流が襲った。

山腹斜面は軽石が降り積もって白い

牛根村は、繰り返す土石流のため、生活が
困難な地域になった。

3



大隅半島の河川・道路の被害

・道路被害甚大（現在の国道220号の復旧は、噴火した年には諦めた。）
・大噴火翌年から主要河川で洪水が発生
・洪水は激化し堤防決壊（降灰量数㎝以上の地域で災害激化）

道路被害
・堆積した降下火砕物により通行不可
・土石流発生により通行不可
・河川氾濫による被害
・橋梁の流出埋没

同じ集落を何回も大規模土石流が襲った。

3月6日の降雨（日雨量42.4㎜）で発生した垂水村の出水被害 垂水村郷土誌 2006

河川被害
・土砂が堆積し河床が上昇 最大3ｍ以上
・土堤防決壊・破損

垂水村のみの被害 堤防12,258ｍ 道路 4,410ｍ 橋梁流出埋没 10箇所

4



大隅半島の国道・高速道路・主要道路の道路復旧後の被害発生箇所検討例

復旧後も道路被害が発生しやすい箇所
・土石流が流下する地点（多数にのぼる 特に国道220号の牛根地区は被害頻発）
・河川との標高差が少ない道路（洪水により道路被害発生）
・渓流から軽石が流出する地点
・洪水で湛水する箇所（大正噴火時より改善が進んでいるが、発生は降雨規模しだい）

主要道路のみ記載した図
規模が小さな被害箇所は図示地点以外に多数発生する見込み

県道71号 新御堂〜⾼峠間

県道71号 鹿屋市上⾼隅町付近

閉塞の可
能性大

閉塞の可能性小
道路が高い位置
にある

渓流から軽石が流出する地点例

河川との標高差が少ない道路地点例
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従来手法では道路啓開困難

・大噴火後は数日間（5日程度？）視程15ｍ以下（視距15ｍ以下では車両走行不能）
・道路啓開が遅れるため、道路復旧も遅れる。
・数日以上〜緊急車両の走行も不可

大正噴火 12日午前10時半頃から、降下火砕物のために視程が無くなり少なくとも
16日までは闇夜のように暗かったと推定される。17日以降の視程は不明である。

安永噴火（1779 年10 月１日噴火）の際には、「七日までは冥々茫々として、空も大変暗
かったけれども、その後はやや噴煙も鎮まって・・・」と書かれており、6 日間程
度は空が大変暗かったとしている。その状況は、「10 月3 日と4 日には噴煙もやや薄
らいで降灰の勢いも衰え、5 日には（噴火も）止みがちになったが、（それでも）
噴煙でふさがれた空は乱れて、頭を差し出すことも出来なった。
（「桜島燃記」口語訳瀬角）垂水の状況

視程と降灰量

頭を差し出すことも
出来ない火山灰の量
は左写真の量以上と
推定される

１㎡あたり1000g/㎡の火山灰量
気象庁（2018）

１時間当たり1000g/㎡の降灰が
あると視距10ｍ以下
車両走行不能

6



火山 想定規模 現在の整備状況
（ハード対策） 将来整備計画（構想）

桜島
（大隅半島）

計画無し
〔桜島では対策中〕

非火山地域と同じ指針で
整備中

緊急減災で対応（多量
の降下火砕物への対応
は現状では困難）

樽前山
過去200年間の最大規模噴
火規模噴火で積雪2年確率
整備対象土砂量3214万㎥

融雪型泥流 整備率8％
降雨型泥流 整備率81％

中期目標達成後
融雪型 整備率48％
降雨型 整備率100％

北海道駒ヶ岳
大噴火後に100年に1度の確
率の大雨が降った場合の降
雨型泥流量

保全対象：人家884⼾、整
備率70％（h24年度） 大噴火に対する融雪型

泥流に対応

有珠山
1977年噴火で発生した二次泥流
規模に対応済みの状態で2000年
噴火を迎え、2000年噴火で発生
した二次泥流に施設対応終了
（2007年）

2000年噴火規模の20年確
率雨量で発生する二次泥
流に対するハードとソフ
ト整備は完成

2000年噴火より大規模
な噴火に対応できる
ハード整備構想

十勝岳
過去最大級の泥流災害を想
定する。
富良野川で1330万㎥/s ※１
美瑛川で610万㎥/s

富良野川で 426万㎥ /s
（H22）
美瑛川で610万㎥/s（H21）

過去最大級の泥流災害
に対応できるハード整
備（基本計画）

国内主要火山の対策 桜島（大隅半島整備計画無し）



今後の課題とまとめ
今後の課題

○行政と鹿児島県⺠に、大正噴火の惨状が周知される必要がある。
○大噴火への対応策検討検討には、多くの機関の参画が必要である。
○降灰中の視程の研究など、対策を実用化するための研究や検討が必要である。

１㎡あたり1000g/㎡の火山灰量
気象庁（2018）

まとめ

○桜島の大正噴火で多量の降下火砕物が堆積した大隅半島では、人々が飢え、居宅
での生活が困難になり、土石流や洪水などで甚大な被害が発生した。その死者も23
名以上にのぼる。

○大噴火への対応策を、平常時である現時点で検討し、ハードとソフトの準備を行
う必要がある。

○現代社会は電気など文明の利器に依存している。このため、たとえば、⻑期間の
停電だけでも現代社会は甚大な機能不全に陥るので、噴火前の対策が必要である。

○次の桜島大噴火が迫っているので、鹿児島県全体で早急に検討を開始する必要が
ある。
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