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        奄美住用災害の現地を訪ねて―現地報告レポート 

 

鹿児島市 北畠清仁 

 

昨年 10 月 20 日に奄美を襲った豪雨は、2 時間雨量 260 ミリという超異常豪雨というべきも

のであった。私は 6 年前までの 3 年間、奄美で県の河川行政の部署にいた。今回被災した奄美

市住用町（当時は住用村）は私が日々通ったその地だ。地元の人達と捕獲禁止のリュウキュウア

ユを沖縄から取り寄せ（養殖アユ）、住用川のほとりで「川にアユを戻そう」と誓い合った。 

奄美への思い余って訪ねた住用被災地だったが、お世話になった奄美の友人達と行動を共にし、 

被災者を訪ねながら、被災の概要、被災原因を探った。奄美の友人から借りたポールを手に、国

土地理院 2 万 5 千分の一地形図（平成 19 年 6 月 1 日発行）を手持ち資料として、いつの間にか

10 月、11 月、12 月と、月 1 回奄美行きとなった。12 月末には住用西仲間公民館で、被災者の

方々から、被災当時の状況についてお話しを伺う機会を持った（12 月 23 日夕）。 

 

１ 住用川左岸堤防に水の流下を阻まれた内水災害（被災の概要）

 

今回の被災の中心は、住用町西仲間、石原 

の住用川左岸、延長 L＝約 1 キロ、奥行 B＝

150～200ｍの住用川左岸堤防と山稜に挟まれ

た低地（河岸段丘）一帯である。住用川左岸

堤防と道路（国道 58 号）が被災地を囲み、2

時間雨量 260 ミリという超異常豪雨の水が山

稜地から当該低地に流れ込み、低地一帯に湛

水したのである。住用川左岸堤防が山稜地か

らの水の流下を妨げ、被災地一帯がプールと

なり、湛水した。いわゆる内水災害である（図

1）。雨が降り始めてから 30～40 分後には西仲

間被災地の中心を流れる冷川が溢れ、西仲間

住宅地を襲った（写真 1）。 

 

（写真 1：Ｉ氏提供）冷川洪水流下状況（12時 16分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

（図 1）1／25,000 地形図 
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住用西仲間地区被災地へ住用川堤防から溢れた洪水痕跡は、冷川の流れと住用川の流れが衝突 

して冷川左岸を越えて溢れたもの（（図 1⇒印Ⓐ，写真 2）を別として、次のようなものであっ

た。 

住用川左岸の被災地西仲間、石原地区一帯

のうち、2 名のお年寄りが亡くなった「わだつ

み苑：図 1ⓦ位置」への洪水侵入は、「わだつ

み苑」に接する住用川左岸から 100m 程上流

の、住用川が南西方向に向かうところからの

ものが多く（図 1Ⓑ地点，写真 3）、それより

下流は国道 58 号を超えた箇所（Ⓒ地点）まで

堤内地へ侵入した洪水痕跡がみられるものの

わずかであり、下流の石原地区末端部（Ⓓ地

点）まで、住用川堤防を越える洪水痕跡は、

堤内地（宅地側）から堤外地（川側）に流れ

出るものであった（写真 10－後掲）。「わだつ

み苑」を襲った水は、冷川流域からの水、西

仲間の北の山稜地からの水が国道58号を流れ

下ったものが相当の量あったもののように感

じる。 

 

（写真 3）「わだつみ苑」から住用川左岸 100ｍ上流付近

の洪水侵入 

 

（写真４）写真３の右手側（洪水は潅木地に侵入） 

 

（写真２：Ｉ氏提供）冷川と住用川の合流点（住用

川の流れが冷川の流れを遮り、冷川溢流に繋がる） 

 

住用川左岸を越えて溢れた洪水の「わだつ

み苑」への水道（みずみち）には潅木などが

生い茂っている一方（写真 4）、国道 58 号を

流れ下った水がⓐ地区に達する駐在所一帯は

低地であり、そこに市営住宅と、その奥に「わ

だつみ苑」が位置する。住用川から溢れた洪

水の流れは潅木などにより緩和される一方、

冷川流域からの水の勢いが国道58号からの水

をも加わって（写真 5）、市営住宅方面の低地

に向かって流れ込んだもののようである。 

 

（写真５：Ｉ氏提供）国道 58号（向側）と旧国道（手前）との

交差点－手前旧国道（冷川沿線）からの水の流れが激

しい（13時 58分） 
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２ 中流氾濫源の状況と洪水痕跡 

 

住用川上中流の状況を見てみよう。西仲間上流の発電所～神屋～西仲間の氾濫原一帯（ミカン

－タンカン畑地等）には、住用川からの洪水が氾濫した（写真 6）。氾濫地はミカン畑にとって

は被災地であるが、下流の西仲間一帯の洪水氾濫を軽減させている。この住用川氾濫原は西仲間

被災地まで約 2 キロの洪水氾濫原となっている。 

 

（写真６：T氏提供）住用川中流氾濫源（タンカン畑） 

 

 

 

（写真７）発電所付近の洪水痕跡 

 

発電所付近の樹木に高さ 4 メートルの洪水 

痕跡があった（写真 7）。流木がこの痕跡を作

ったものと見られ、4 メートルの痕跡跡が洪水

流下高とみるのはやや無理があるので洪水流

下高 H＝3.0ｍとし、国土地理院地形図と現地

の状況から 

河川勾配ｉ＝1/20、河川幅 45 メートル、

として洪水流下量を計算すると、 

洪水流下断面 A＝3.0×45＝135  

潤辺 S＝3.0×2＋45＝51  

粗度係数 N＝0.05 として 

発電所地点における洪水流の流速 V=

（1/N）×R（2/3)×ｉ（1/2）＝8.6m/s 

洪水流下量 Ｑ＝Ａ×Ｖ＝135×8.6≒

1160m3/S を得る。 

一方発電所地点までの 

住用川流域面積 ａ＝38.0 ㎞ 2（概算）

と積り、 

住用川流域からの洪水流出量を、今回の 

降雨強度 130 ミリで合理式により計算す

ると、 

ｑ＝（1/3.6）ｆ×ｒ×ａ＝（1/3.6）×0.85 

×130×38.0≒1160m3/Ｓ 

となり、住用川流域からの流出係数 0.85 でほ

ぼ見合うことになる。 

超異常豪雨にもかかわらず洪水後の河原に 

は流木がほとんど見られなかった（写真 8）。 

このことからも、今回の 2 時間雨量 260 ミリ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真８）発電所上流の住用川と住用の森 
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の豪雨は、住用川流域の山林に貯留される間もなく流出は急であったとみられる＜＊1＞。発電

所地点から下流冷川地点までの洪水氾濫は顕著であるが、洪水が西仲間に達した一帯の堤防を越

えた洪水氾濫はⒶⒷ地点を除きさほどない（図１参照）。 

＜＊１＞井村鹿児島大准教授は、今回の豪雨災害状況について調査され、山間部での崩壊地が

少ないことから、斜面の崩壊状況は、表層部の水の重さによる崩壊であり、深層部まで水が浸

透したものではないことを教示された（11 月 27 日鹿児島県地学会）。流出係数 0.85 という比

較的大きな数値は、このことと結びついているとみれば理解しやすい。 

 

12 月 23 日の懇談の場で口を開かれた被災者のうちたまたま住用川上中流におられた被災者 

は、「何の前振れもなくいきなり豪雨」に遭遇した状況について話された。住用川上流の出水は

「11 時半頃まで、20～30 分でアッという間に」「山全体から水が流れる」というものであった。

西仲間の被災者も、「雨がそのまま山の斜面を流れる」状況について話された。 

冷川と冷川沿線旧国道 58 号を流下する水の勢いが、国道 58 号三太郎トンネル出口付近から 

南へ下る水の勢いに優る（写真 5）ことからも、西仲間住宅地の被災をもたらした出水は、3km2

にも満たない小流域冷川からの出水のものが大きく、「わだつみ苑」にいち早く流れ込んだ水は

住用川から溢れたものではなく、小流域冷川からの「異常出水」であるものと感じる。 

今回のような超異常豪雨の場合、小流域からいきなり出水、洪水は森に貯留されることなく一 

気に流れ下り、出水してくるという状況への対応という課題が生じている。 

 

３ 住用川河口部の状況 

 

国道 58 号より下流の住用川洪水痕跡は、堤内地（宅地側）から堤外地（川側）に流れ出るも 

のであった（写真 9，10，11）。石原地区被災者は、「目の前を水が渦を巻いて流れた」状況につ

いて話された。写真９の痕跡は減水時のものとみられるが、被災時に西仲間地区から石原地区に

向かっての洪水の流下状況が見えるようである。石原地区は住用川左岸堤防に沿って西仲間一帯

の水が流下し山稜地からの水も加わって住用川左岸堤防に行く手を阻まれて湛水し、やがて住用

川河口部の滞水により河口部一帯が冠水したものであろう。洪水減水時には被災地からの水が住

用川左岸堤防を越えて流出しており、河口部の滞水は石原地区被災地から住用川河口部一帯に及

んでいたとみられる。このことを想定模式図で示すと（図 3）のようになる。 

 

（写真９：T氏提供）住用川左岸堤防（堤内） 

を走った洪水痕跡（減水時） 

 

（写真１０：T 氏提供）住用川左岸を越えて流下した洪水

痕跡（減水時）、左側堤外地に向かって草が傾斜
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住用川の洪水が退けるまで河口部一帯が滞水したことをもって、「マングロープ林が流れをせ

き止めた」（11 月 9 日付西日本新聞）という見方の記事が出ているが、河口部の洪水の流れは、

なによりもまず堆砂勾配に規定されるものである。今回の河口部一帯の滞水は、マングロープ林

の存在以前に長年月の住用湾の土砂堆積（近年の南側防砂堤の存在＜＊２＞も効いている―図 2

参照）に規定されたものであり、今回の滞水時が満潮時（17 時前後）と重なったこともあり、

西日本新聞の決め付け的記述は論外というものである。住用川の洪水が引き始めてからの、住用

川左岸堤防を河口部に向けて越える水の流下痕跡は顕著であり（写真 9,10，11）、海水面に向か

っての流れはスムーズであったように思う。石原地区の住用川左岸末端部には水門が設置されて

おり（写真 11）、これは石原地区の排水対策として造られたものとみられるが規模は小さく、今

回の洪水対策として機能するようなものではなかった。僕は奄美在任中この水門の存在は知って

いたが、その重要性に気づいていなかった。 

なお西仲間地区からの排水施設としては、図１Ⓒ地点にも１箇所ある。 

 

（写真 1１：T氏提供）被災地石原地区末端部から住用川に 

流れ込む水門（上堤外地側手摺部）、手前堤防草の傾きは 

堤内地から住用川に向かって流出した洪水痕跡 

（図３） 
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４ 今回の豪雨と出水の特徴、課題 

 

 被災後１０月に奄美を訪れた時、現地奄美で、「住用川のコンクリート三面張化が必要」、「河 

口のマングロープの森が排水を困難にしている」、「集団移転しかない」との言動がどこからとも 

なく聞こえた。災害査定は既に終わり、公共土木施設復旧としての災害復旧工事はほどなく実施 

されていくと思うが、「災害復旧」には「再災害防止」としての性格も付与されている。地元の 

方々は復旧工事の内容についてご存知なのだろうか。 

 

２ でも少し触れたが、12 月 23 日夕に、住用西仲間公民館で口を開かれた被災者は、被災時 

西仲間住宅地にいた人、石原地区居住者、名瀬から車を走らせた人、内海（西仲間まで約 4 キ

ロ）にいた人、たまたま住用川上流（西仲間から約４キロ上流）～中流神屋付近にいた人等であ

るが、口々に「水が来たと思ったら、一気に足元から膝まで、そして胸まで水が上がった」とい

う今回の豪雨の出水状況について語った。名瀬から住用西仲間へ車を走らせた人も、内海にいた

人も、西仲間住宅地居住者も、異口同音に「何の前振れもなくいきなり豪雨」ということであっ

た。住用川上流の出水は２０日「１１時半頃まで、２０～３０分でアッという間に」「山全体か

ら水が流れる」というものであった。西仲間の被災者も、「雨がそのまま山の斜面を流れる」状

況について語った。西仲間の降り出しが１１時半ぐらいで冷川からの出水が１２時過ぎであった

こと等からも、豪雨域が短い間に移動していることが感じられた。 

今回の被災地の中心、西仲間住宅地の被災をもたらした出水は、３km2 にも満たない小流域 

冷川からのものが大きく、「わだつみ苑」にいち早く流れ込んだ水は住用川から溢れたものでは

なく、小流域冷川からのものであることが感じられる。 

「豪雨域の短い間の移動」「前振れもなくいきなり豪雨」「雨がそのまま山の斜面を流れる」と 

いう今回の豪雨と出水の特徴から、私達には従来の水災害対策を超えた課題が投げかけられてい

るように感じる。私は当該地区の河川災害復旧事業の視野が、単なる公共土木施設復旧としての

災害復旧事業ではなく、今回のような「異常出水」に際しても、被害を軽減し、住民避難の時間

を稼ぐためのものとして、出水を抑制すること、洪水到達時を遅くすること、に意が注がれるこ

とを望みたい。 

 

私達に投げかけられている課題として、今回の「異常出水」が「異常」ではない時代に入って 

いるのではないかという懸念の克服、従来の「確率洪水」の概念の克服、小流域河川治水のあり

方、避難対策のあり方が議論すべきことのように感じる。「今回の豪雨がもし夜間であったなら

…」という想定は現実にありうるものかもしれない。砂防事業のあり方も問われている。私には、

避難の時間を稼ぎ出水時の浸水を抑えるポンプ排水も検討されるべきことのように思われる。 

災害からの真の復興、再建はこれからである。地元の皆さんで時間をかけてじっくり検討して

ほしい。私もおつきあいさせていただきたい。 

 

＜＊２＞住用湾南岸に位置する防砂堤の影響については、 

最近ある研究者から指摘されたものであるが、確かにそ 

の防砂堤が流れを遮り、土砂堆積を助長しているように 

感じる。このことについては、私達の共通の課題として 

心に留めておきたい（写真 12）。このことは海浜地域の土 

砂対策のあり方を問うことでもある。 
 

（写真１２）河口一帯のマングロープの森 

－右手に防砂堤がある 


