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長崎市山川河内地区の念仏講まんじゅう配り―153年前の土砂災害の伝承がつなぐ防災― 
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―災害遺構の保存と災害伝承ー 

 

 

  長崎大学名誉教授 高橋和雄 

 

 私の災害伝承との係りは、1991年 9月 15日に雲仙普賢岳の火砕流で焼失した深江町立大

野木場小学校被災校舎の現地保存からである。地域から保存の要望が提出されていた校舎の

敷地は砂防事業用地である砂防指定地に含まれ、計画中の 2号砂防ダムの袖部にあっていた。  

 国の砂防事業等の復興事業が始まった直後で用地買収との関係、施設計画との関係、別の

場所での学校再建への波及、維持管理方策と財源、利活用方針、周辺の将来計画との整合性

等を解決する必要があることから、建設省(当時)・長崎県・深江町の間の調整に苦慮した。  

結果として、校舎の保存を特例とせずに、砂防指定地利活用構想のルールの中で整合性を

図り、建設省は校舎を含めた場所の提供、深江町は維持管理、長崎県は維持管理や利活用の

支援というように役割分担と協力体制を前提に保存が決まった。私の知っていた遺構の保存

は広島の原爆ドームのみで前例のない中での保存方策の検討であった。 

同じ時期に長崎県は土石流で被災した家屋を保存する土石流被災家屋保存公園を道の駅

に併設して整備した。さらに学習体験のための施設として雲仙岳災害記念館、大野木場砂防

みらい館等が復興段階で整備された。これらを学習体験や火山観光に活用するために、施設

間のネットワーク化を計る平成新山フィールドミュージアム構想が長崎県によって策定さ

れ、その後の島原半島世界ジオパークの一つの柱に組み込まれた。災害遺構に接して観光客

等に戸惑いがあったのも事実で、被災者は別の場所で生活再建をしたことを理解してもらう

必要があった。雲仙普賢岳の噴火災害で保存した建物では人的被害がなかったが、東日本大

震災では津波で人的被害があったことから、保存に当たってはこの点に関する配慮と活用の

方策が求められる。 

 東日本大震災の教訓と課題について防災教育等を通じて後世にしっかりと伝えていく重

要性が再確認され、2012 年 6 月に改正された災害対策基本法に災害教訓の継承が明記され

るとともに、防災教育が努力義務化された。長崎県においても県防災基本条例「みんなで取

り組む災害に強い長崎県づくり」が 2013年 3月に制定され、災害伝承と防災教育が盛り込

まれた。さらに、2012 年 5 月に島原半島で開催された第 5回ジオパーク国際ユネスコ会議

の島原宣言でも東日本大震災の被災体験を教育の手段に活用することが盛り込まれた。 

この特集では、九州における代表的な災害伝承と東日本大震災の災害遺構の保存活動を取

りまとめた。災害伝承には、災害遺構、石碑、民話、口伝、地名等の様々な方法が想定され、

本特集での事例はほんの一部である。まだ一般に知られていない災害伝承は多いと見ており、

災害伝承の掘り起こしと活用を組織的に行うことが必要と考えている。          

  

                                           （専門：防災科学） 

巻 頭 言 



宮崎県の１８９９年以前の 

 

  

宮崎大学大学院  

防災環境研究センター長  

原田 隆典  

 

１．はじめに 

「地震防災は忘却との戦いだ」という

思いをいつしか抱くようになった。我が

国で過去 100 年間に地震・津波による犠

牲者 1,000 人以上の被害をもたらした地

震は 9 回も発生しているという事実、例

えば１，２）を一般市民、大学生が知らない

ことを知った時からのように思う。歴史

に学ぶと、自然災害によって国が衰退し

てしまうほどの大被害をもたらすものは

巨大火山噴火と巨大地震・津波の 2 つに

絞られよう。地震の事例では、1755.11.1

リスボン（ポルトガル）大震災によって

ポルトガルの大航海時代は衰退し、政治

的混迷を招き貿易国家から内需型経済へ

の転換にも失敗し衰退の道への転換点と

なっている。また 1923.9.1 関東大震災に

よる東京の壊滅的被害により、国家財政

の立て直しに失敗し第 2 次世界大戦への

転換点となったことは記憶に新しい。し

たがって、このような自然災害に対して

は、国防級の備えが必要なのである。  

もう一つ重要なことは、各自治体単位

の備えが求められる M6.8～8 クラスの地

震・津波被害への対策を着実に実行し、

国防級の備えに繋げることである。この

ためには、宇佐美龍夫の日本被害地震総

覧３）のように、データが分散し不十分な

歴史地震被害に目を向けることも必要で

ある。  

ここでは、宮崎県に被害をもたらした

1899 年以降の規則正しく発生している日

向灘地震１）による地震・津波被害に関す

る地元新聞記事（現在の宮崎日日新聞社

の母体新聞社）の概要４）と、これ以前の

主に郷土史の資料に基づいたものをまと

めておく。特に、1662 年の日向灘地震・

津波被害（地元では外所（とんところ）

地震と呼ばれる）と、文献 3）に記述の

ない 2 つの歴史地震の記述を紹介する。

「語り継がれた史実をないがしろにしな

い」ために、古い災害データに関し、郷

土史家との連携の大切さを再認識した次

第である。なお、上記以外の資料として、

文献 5）～10）を参照した。  

  

２．１８９９年以降の地震・津波によ

る宮崎県被害概要（地元新聞社記事整

理） 

宮崎県の地震・津波被害は、過去約 110

年間では、主に約 14 年間の静穏期（M6

以上の地震が起こらない期間）と約 10～

20 年間の活動期（M6～M7.5 クラスの地

震が頻発する時期）という規則的に発生

する日向灘地震１）、100 年～150 年間隔で

繰り返し発生している M8.5 クラスの南

海トラフ巨大地震とゲリラ的に発生する

直下地震、の 3 つの地震による。また、

東日本大震災の教訓から、Ｍ9 クラスの

想定南海トラフ超巨大地震の脅威２）にさ

らされている。  

1899 年～1996 年までの 19 個の地震・

津波による宮崎県の被害は、文献１）に

地震規模と発生年月日と犠牲者や津波高

さ、主な被害状況を記した表にまとめら

れている。さらに、その被害を詳細に把

握するために地元新聞記事（現在の宮崎

日日新聞社の母体新聞社）を調べ、記事

の内容のポイントや被害写真を整理して

CD-ROM として電子化４）した。この作業

を実施した時点で新聞記事は電子化され

ていなかったため、資料の整理は、宮崎

大学附属図書館、宮崎県図書館、宮崎日

日新聞社並びに学生の支援無しでは不可

能であった。  

歴史地震資料 

～１６６２年日向灘地震～ 

 



表-1 新聞記事による宮崎県の地震・津波被

害整理の一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在、地元新聞記事の全ては 3 者の協

力の下で電子化がなされ、利活用が容易

となっている。  

この新聞記事の整理では、表-1のよう

に 33 地震・津波被害を対象としたが、明

治の 5 地震に関しては、記事自体が欠番

で、また、1944 年東南海地震の記事は戦

時中の報道統制により報道されていない。 

 

３．１８９８年以前の地震・津波によ

る宮崎県被害概要（郷土史資料整理） 

 日本被害地震総覧３）と文献 6）には、

887 年、1585 年、1605 年（M7.9 東海・南

海・西海道地震３））、1662 年、1684 年、

1707 年（M8.4 宝永地震３））、1769 年、1854

年（M8.4 安政南海地震３））、1885 年の合

計 9 個の地震被害の記述がある。  

今回の調査で、新たに飫肥城歴史資料

館研究紀要・資料編第三集 10）の中に 1641

年、1680 年にも被害地震があったことが

わかった。しかし、被害の記述としては、

「1641 年 9 月 7 日夜地震、内海と折生迫

（現宮崎市）の間に湖水が湧き出た」、

「1680 年地震、飫肥城が再び破損」の記

述のみで、大被害ではなかったように思

われる。  

被害状況の記述が圧倒的多いのが、

1662 年の M7.6 日向灘地震（外所地震）

で、死者 200 人、全壊家屋 3,800 戸、7 

つの村が海に沈み中央に島ができ、そ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-1 1662 年日向灘地震の供養碑 

（宮崎市島山：７基の供養碑） 

 

こに 50 年毎に石碑を建立し後世へ伝承

されている（写真-1）。資料のある地震被

害の最大なものは、1662 年日向灘地震で

あると言える。  

 

４．１６６２年日向灘地震（外所地震）

被害の資料整理 

日本被害地震総覧３）と文献 5）～9）に

被害状況の整理がなされているが、ここ

では、今回初めて知った文献 10）からこ

の地震に関係する地形変化の地図を紹介

する。この資料と津波高に関する羽鳥８）

の推定値や震源断層モデルによるコンピ

ュータシミュレーションの結果等を参照

し、この津波高さの推定値について考察

する。  

図-1は、現在の宮崎市大淀川～加江田

川周辺の日向灘に面する宮崎平野の地形

が、1662 年日向灘地震の前後でどのよう

に変化したかを示す。上段は地震前の正

保期（1645 年～1648 年）、下段は地震後

の元禄期（1688 年～1704 年）の宮崎平野

の地形図である。地震によって現在の大

淀川河口付近と清武川と加江田川河口周

辺（県総合運動公園）の大きな地形変化

がよくわかる。写真-1の供養碑は、地震

後の図-1の下段の清武川と加江田川河口

周辺が海となっている中央に島が描かれ  

1898(明治31)/12/04 M6.7 記事なし

1899(明治32)/03/24 M6.4 記事なし

1899(明治32)/11/25 M7.1 記事なし

1903(明治36)/10/11 M6.2

1906(明治39)/03/13 M6.4 記事なし

1909(明治42)/11/10 M7.6 記事なし

1911(明治44)/02/18 M5.6

1911(明治44)/06/15 M8.0

1913(大正02)/04/13 M6.8

1929(昭和04)/05/22 M6.9

1931(昭和06)/11/02 M7.1

1935(昭和10)/07/03 M4.6

1939(昭和14)/03/20 M6.5

1941(昭和16)/11/19 M7.2

1944(昭和19)/12/07 M7.9 東南海地震 記事なし

1946(昭和21)/12/21 M8.0 南海地震

1948(昭和23)/05/09 M6.5

1952(昭和27)/11/05 M9.0

1960(昭和35)/05/23 M8 1/4 チリ地震

1961(昭和36)/02/27 M7.0

1961(昭和36)/03/16 M5.5 吉松地震

1963(昭和38)/10/04 M6.3

1968(昭和43)/02/21 M6.1 えびの地震

1968(昭和43)/04/01 M7.5 1968日向灘地震

1968(昭和43)/08/06 M6.6

1969(昭和44)/04/21 M6.5

1970(昭和45)/07/26 M6.7

1978(昭和53)/05/23 M6.7

1978(昭和53)/07/04 M6.2

1984(昭和59)/08/07 M7.1

1987(昭和62)/03/18 M6.6

1996(平成08)/10/19 M6.6

1996(平成08)/12/03 M6.6

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ている所に建立されたものである。文献

10）によると、飫肥藩はこの島を起点に

陸側の復興工事を行い、1716 年から約 20

年をかけて長さ約 870m の正蓮寺内堤を

築き、1818 年から約 12 年をかけて正蓮

寺外堤（長さ約 1,635m）を築いたとある。

現在もこの正蓮寺内堤と外堤の石垣が残

されている。  

この島よりも海側の復興工事はなされ

ず、1955 年（昭和 30 年）頃まで現在の

清武川は直接海に流れず、島の海側との

間を通り加江田川と河口で合流し海に流

れていた。  

その後、この海側が埋め立てられ現在

の県総合運動公園となっている。現在の

この地域は、図-1の上段の地形のように

復元され、清武川、加江田川は別々に海

（日向灘）に流れ込み、多くの市民が暮

らす地域となっている。  

また、図-1で現在の大淀川河口付近の

地震前後の比較をすると、左岸が大きく

地すべりをして川に土砂が流れ込み、右

岸側は大きく侵食されている。図中 78 番

の地域は当時の福島村であるが、地震後

福島村が水没し消えて海となっている。  

この地域のその後の復旧工事の経過は

わからないが、現在の大淀川河口付近の

地形には、この地震による地形変化の痕

跡が残り、左岸が川側にせり出し、右岸

側は陸域に食い込んだ地形となり河口部

が広がり日向灘に流れ込んでいる。この

地域もいまは図-1の上段の地形のように

復元され、多くの市民が暮らしている。  

このように見ると、田舎の地域が大き

な地震・津波被害を受けると、その復元

までに、実に約 350 年もの時間を必要と

したことになる。コンピュータシミュレ

ーションによると９ ,11）、いま再び、この

地域は同じように地震による地盤沈下と

津波の浸水で海に沈む状況となり、地

震・津波被害の脅威にさらされている。  

したがって、このような地震・津波に

よる地形変動を伴った地域の復旧・復興

工事については、復元を諦めるか、また

はコンピュータシミュレーション技術、

例えば 11）を使った確かな予測と工法に基

づいた丁寧な対策工事により復元するか

の判断が重要であることがわかる。南海

トラフ巨大地震・津波対策が始まってい

るが、特に、過去に地形変動を伴った地

域の地震・津波対策においては、注意深

い対策が必要である。  

図-2は、現在の日南市大堂津～外之浦

港周辺の日向灘に面する平野部の地形が、

1662 年日向灘地震の前後でどのように変

化したかを示す。  

上段は地震前の正保期（1645 年～1648

年）、下段は地震後の元禄期（1688 年～

1704 年）の地形図である。  

大淀川 清 武 川

大淀川 

加江田川 

図-1 1662 年日向灘地震の前後の宮崎市

沿岸部の地形変化（上段は地震前の正保

期（1645 年～1648 年）、下段は地震後の

元禄期（1688 年～1704 年）  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1650 年に外之浦港では、湾の奥が埋め

立てられていたが、この地震によって 8

千 5 百石の損失となったので、世間では

外之浦に無理な工事をしてわずかばかり

の利を争った酬で、災害が起こり莫大な

損害を招いたと風評した（郷土誌青島）。

また、文献 10）に、以下のような記述が

ある。  

元禄期以降も土砂が堆積し、1834 年頃

から家老・伊東直記が外之浦に堤防構築

を計画した。儒学者・安井息軒は港の機

能低下を招くとして反対したが、工事は

完成した。しかし、完成後、1854 年安政

南海地震・津波で壊れ、1881 年まで放置

された。  

この例も、上記に指摘した「地震・津

波被害の再建における確かな予測と工法

に基づく土木工事の重要性」を示す事例

である。  

現在、大堂津から外之浦港、大堂川周

辺は整備され、国道 220 号線、JR 日南線

が通っているが、元々図-2の上段のよう

に内陸の大堂川近傍まで海であった地域

なので、現在でも標高は 2～3m と低い地

域であり、津波による浸水域である。  

羽鳥８）は、「外之浦港より大堂川まで

海水通じ、目井・塩津留の地、海中の島

となる」と「外浦港北西の下中村と上中

村の大堂川までは海水が通じていなかっ

た」との前提で、津波高さを 2～3m と推

定している。現在の外之浦港より大堂川

までの標高は 2～3m であり、地震による

地殻の沈下や表層地盤の沈下と合わせて、

当時の最大浸水深さの記録がないことや

1662 年日向灘地震のコンピュータシミュ

レーションによる津波推定高９）（外之浦

港と大堂津の中間点の南郷で約 5m）を考

慮すると、羽鳥８）の推定値 2～3m よりは

高く、4～5m 程度と考えておく方が妥当

である。  

 

５．まとめと防災計画策定方法の課題 

(１)宮崎県における過去の地震被害資料

の整理からは、最大被害は 1662 年日向灘

地震（地元では外所（とんところ）地震

と呼ぶ）であるといえる。この地震によ

る地震動の強さや津波浸水域に関する資

料としては、文献 1）、5）～9）があるが、

今回初めて文献 10）を知り、1662 年日向

灘地震の前後の地形変化図を知ることが

できた。また、津波高推定値としては、4

～5m が妥当であることを示した。  

(２)1899 年以後の記録では、M6.5～M7.5

クラスの日向灘地震が規則正しく発生し

ている１）。1898 年以前の資料は少ないが、

文献 10）の飫肥城資料に新たに 2 つの地

震記録が見つかり日向灘は地震が頻発し

ていたと推察できた。  

(３)文献 10）の飫肥城資料には、1662 年

大 堂 川

淀川 

外 之 浦 港

工 大 堂 川

淀川 

大堂津 

図-2 1662 年日向灘地震の前後の日南市大

堂津～外之浦港付近の地形変化（上段は地

震前の正保期（1645 年～1648 年）、下段は

地震後の元禄期（1688 年～1704 年）  



日向灘地震により現在の宮崎県総合運動

公園周辺地域（当事の外所村）が海に沈

んだ様子の地図の他、大淀川河口周辺に

も大きな地形変動が記されている。飫肥

藩は、外所村の復旧工事を実施し、堤防

工事を行っている。この堤防は現在も残

されている。  

(４)文献 10）に、現在の日南市大堂津か

ら外之浦港の一体の地形変動図を見つけ

た。これらと現在の標高やコンピュータ

シミュレーションによる津波高さを合わ

せて考えると、この地域では、羽鳥８）の

津波高推定値 2～3mよりも高い 4～5m程

度であったと推定できた。  

(５)1662 年の日向灘地震の前後の地形変

化図の観察から、地震・津波による地形

変動を伴った地域の復旧・復興工事につ

いては、復元を諦めるか、またはコンピ

ュータシミュレーション技術、例えば 11）

等を活用した確かな予測と工法に基づい

た丁寧な対策工事により復元するかの判

断が重要であること並びに、南海トラフ

巨大地震・津波対策が始まっているが、

特に、過去に地形変動を伴った地域の地

震・津波対策での注意深い対策工事の必

要性を指摘した。  

(６)上記のように過去の資料は重要であ

るが、記録が整理され残っていない場合

が多い。したがって、防災を目的とした

災害研究では、過去の被害資料に依存し

過ぎて防災対策の条件を決めてはならな

い。その理由は、未だ、医学や生産工学

に比べると自然災害の研究レベルは遅れ

ており、大きな不確定性があるからであ

る。事実、東日本大震災は想定外の出来

事であった。日本列島の形成に関わる年

間 5~10ｃｍの平均速さで運動しているプ

レートの詳細な空間的運動データはわか

っていない。また、その運動による地殻

の空間的歪・応力分布状態はわかってい

ない。元々、地殻の歪・応力の初期状態

は零ではないが、これがどのような状態

であるかわかっていない。  

(７)このようないまの地震学における不

確定性の下で実施しなければならない防

災減災対策の意思決定において、最も肝

心なことは、現行の一般的な方法である

「地震規模の想定に基づく地震動・津

波・被害の想定・防災計画・対策案」と

いう考え方とは逆の方法、すなわち「市

町村単位、都道府県単位および国家単位

でのそれぞれの被害人数・経済被害額等

の致命的被害限度は何かを定め、そこか

ら防災計画・対策」を考える方法を開発

する必要がある。双方の結果を総合的に

考えて、防災計画・対策案を見直す時期

に来ている。  
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図-1  山川河内地区の位置図 

 

写真-1  山川河内地区の全景 

災害伝承「念仏講まんじゅう」 
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１．はじめに 

長崎市太田尾町山川河内(さんぜんごう

ち)地区は長崎市の東に位置し、南に橘湾天

草灘を望む緑豊かな場所にある。昭和 57 年

7 月 23 日の長崎豪雨災害 1)時に隣接する芒

塚地区では土石流等により 17 人もの犠牲

者が生じたが、本地区においても同様に土

石流が発生し家屋等に被害を生じたものの

自主避難等により一人の負傷者も出なかっ

た 2)。  

この山川河内地区では、江戸時代末期の

万延元年（1860 年）に土砂災害が発生し、

33 人の犠牲者を出した過去がある 3)。以来、

この地区では、この災害で亡くなられた

方々等の供養と災害を忘れないために毎月

14日にまんじゅう等を持ち回りで全戸に配

る念仏講が行われるようになった。長崎豪

雨災害後には砂防ダム等が整備されたが、

この「念仏講まんじゅう」は今なお約 150

年もの間続けられている。この念仏講まん

じゅうは、住民が土砂災害を自身のリスク

として理解し、地域の“絆”を育みそれを

引き継いでいる事例のひとつと言える。長

崎豪雨災害から 30 年が経過し、被災地では

災害体験の継承が大きな課題となっている。 

本稿では、山川河内自治会へのヒアリン

グ、文献調査等を基に、万延元年の災害、

念仏講の由来、長崎豪雨災害時の地域の対

応、災害伝承の現状と課題を述べる。 

 

２．山川河内地区の概要 

本研究で対象とする山川河内地区の位置

を図-1 に示す。山川河内は 3 方を山に囲ま 

 

れ、南は橘湾天草灘を望み、中央に山川河

内川が流れ、古くから 35 世帯前後を維持し

てきた農村集落である(写真-1)。長崎市街

地に近いことに着目した地域のリーダーが

電照菊等の花卉の栽培を始めた。昭和 40 年

代には専業の花農家が増え、花卉の栽培は

地区に活況をもたらし、花の里と呼ばれる

ようになった。長崎豪雨災害の頃は地区が

最も繁栄したときで、住宅の建替えは終了

していた。 

近年になると燃料の高騰等による花卉栽

培の不振、勤め人世帯の増加、高齢化・少

子化が進んでいる。昭和 57 年には世帯数 

35、人口 173 人、全世帯農家であったが、

平成 24 年現在では 32 世帯、126 人と減少

している。専業農家 13 世帯、サラリーマン

15 世帯、自営業 2 世帯、無職(年金生活)2

世帯と職業構成も多様化している。なお、

図-1 山川河内地区の位置図 

－150 年毎月続く長崎市山川河内 
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地区は、長崎市茂木町にある玉台寺(浄土

宗)の檀家である。この地区では多くの祭

礼・祭祠が、自治会行事として現在でも続

いている。地区内に観音像、地蔵像、水神、

土神、山神等が祭られ、大切にされている。 

 

３．万延元年(1860 年)の土砂災害 

万延元年 4 月 8 日（新暦では 5 月 28 日）

から降り出し雨は一晩中続き、地区の山や

谷から出水が激しかったが、翌 9 日の朝 7

時頃に集落の入口であり集落の中心部をな

していた逃底(ぬげそこ)川の上流で土石流

(山潮と地元では表現)が発生した 3)。上流

でにわかに揺れが起こり、土石や立ち木が

崩落して集落を襲った。家屋、小屋(牛馬厩

舎、農具置き場等)、田畑が一瞬にして破壊

され、住民は逃げる暇もなく被災した。地

元から届けを受けた長崎代官所は表-1 に示

す被害記録をまとめた 3)。地区の住民の他

に代官所の手代や近隣の人夫による救助活

動が 9 日から 13 日まで続けられ、その後も

地元で継続されたが、最終的に 2 人が行方

不明となった。犠牲者の 33 人は即死、怪我

人 1 人と記載されている。半壊の家では 3

人が無事であったが、全壊の家ではほぼ全

員が犠牲となった。なお、長崎市茂木町の

玉台寺の過去帳にも 33 人が被災したとす

る記載が残されている 2)。過去帳には土石

流の規模が横幅は約 36ｍ、長さは約 360ｍ

と記載されており、図-2 のような範囲と推

定される。 

逃底川の最下流部の畑には、万延元年の

災害の時に流された牛馬を祭る馬頭観音が

祭られている(写真-2)。馬頭観音は三面彫

りの石造で丁寧に彫られている。お堂は石

積みにコンクリート作りの屋根が作られて

おり、独特の雰囲気を持っている。馬頭観

音の前では、お盆の精霊流しのときに、鉦

(かね)はり(鉦を打ち鳴らしながら、念仏を 

唱える仏教の行事)をすることから被災し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2  逃底川流域の崩壊推定図 
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た人馬とも祭られているとも考えられる。

当時は、牛馬は農作業を担うとともに長崎

まで売り荷運搬をした大切な家畜で、家族

同然であったのではないかというコメント

も寄せられている。 

表-1  万延元年の災害の被害状況 

被害の種類 被害の内容 数量 

 

人的被害 

死者 31 人 

行方不明者 2 人 

怪我人 1 人 

住家 
全壊 6 戸  

半壊 1 戸 

小屋 全壊 7 棟 

 

農林 

牛 6 疋 

馬 7 疋 

田畑 0.13ha 

 

 

 

 

 

表-1 万延元年の災害の被害状況 

図-2 逃底川流域の崩壊推定図 

 

写真-2 馬頭観音の前での鉦はり 
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写真-3 護岸が流された左岸側の住宅 

（下流から） 上野一則氏提供 

４．念仏講 

 山川河内地区では、万延元年の災害を供

養するために毎月 14 日にまんじゅうが全

世帯に配られている。万延元年の土砂災害

の捜索活動が 13 日に打ち切られ、14 日に

供養の法要が営まれたのに合わせて、14 日

を月命日として念仏講が始まったと言われ

ている 4)。念仏講が一時中止されたことが

あったが、病気等の好ましくないことが多

発したので、再開したという。まんじゅう

は、地区の全世帯がまわり持ちで配ってお

り、ほぼ 3 年に一回まわってくる。当番は

地区外の業者にまんじゅうを配達してもら

い、14 日の午前中に約 1 時間かけて、全世

帯に 2 個ずつ配っている(1 回 4,000 円、配

る当番の負担)。まんじゅうを配りだしたの

はここ 50 年位で、以前は農家で栽培した作

物で作った串団子、煮豆、餅、まんじゅう

を配っていた。まんじゅうを受け取った家

庭では、仏壇に供えた後、家族で分け合う

が、このときまんじゅうの由来が子供たち

や地区外から来た新しい家族に伝えられる。 

 

５．長崎豪雨災害時の対応 

昭和 57 年 7 月 23 日 18 時 30 分頃から豪

雨となった直後に山川河内川の右岸の新築

の家(図-3、Y1)から、「玄関前の道路から家

に水が入りそうだから、土嚢を積んでくれ。

消防団に出てくれ」という電話が自治会長

宅(Y6)にあった。直ちに消防団員が出動し

て、左岸側の自治会長の家から土嚢を 2 回

運んだが、橋が冠水したため、3 回目は運

べなかった。 

道路も冠水して動けなかったので、孤立

した消防団員 5，6 人は右岸の民家(s3)の庭

から車のライトを照らして、左岸側の民家

(Y5、S4)の前の護岸が削られる様子を見て

いた(写真-3)。20 時頃に 2 回普段嗅いだこ

とがない樟脳のような異臭を感じ、「上流で

土砂崩壊が発生した」と直感したが、路面 

 

冠水と電話の不通で消防団員は集落にこの

情報を伝えることは出来なかった。危険を

感じた家では各自で安全を確保せざるを得

なかった。山川河内川の上流部の左岸では、

河川の氾濫、土石流の発生に気がついたよ

うで、最上流の家(Y5)が隣の家(S4)へ先ず

避難し、その家が危険になるともう一つ下

流の家(Y6)に 2 世帯が避難した。この家も

裏山等から水が入ってきだすと、3 世帯と

もその地域で一番高い尾根筋の家(y7)に避

難した。右岸川の家(S1)も高台の家(h1)に

避難した。逃底川でも、万延元年の土石流

で小屋が被害を受けた家(T)が同じ被害を

受け、右岸側の高台の家(y10)に避難した。 

山川河内川の中流の観音堂の横の家

(k1)では、母娘の 2 人が逃げ遅れた。川と

反対側の家の小屋(納屋)に避難して、柱に 

図-3 長崎豪雨災害時の避難状況 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

捕まりながら懐中電灯を回して救助を求め

たが、河川氾濫のために誰も近づけなかっ

た。雨が止んだ深夜に母の実家から迎えが

来て、やっと避難した。 

翌朝になって家屋、田畑等の被害の大き

さに地域住民は愕然としたが、全員かすり

傷一つないことを確認した。長崎豪雨によ

る被害は、地区内に建立された水害記念碑

の碑文によれば表-2 のようにまとめられる。 

表のように 2 軒が全壊している。これら

の家は山川河内川沿いの低いところにあっ

て、大雨時にはいつも浸水被害を受けてい

たために、長崎豪雨災害の半年前と 2 ヶ月

前にそれぞれ新築移転していた(Y1、H2)。

また、23 日の夜は地蔵様祭があり、祭当番

9 人は観音堂の飾り付けを終え、20 時頃か

らの鉦はりに備えて一旦祭の施主の家に引

き上げていた。このときに水害が発生し、

観音堂付近の被害が大きかったが、不在の

ため祭当番は無事であった。さらに、逃底

川では万延元年に土石流が流れた後地に家

が建てられていなかった。的確な避難と偶

然も重なって全員無事だったことを知った

地区の人たちは、「観音様・地蔵様が守って

くれた」、｢供養の念仏講まんじゅうを配っ

ていたからだ｣との考えに至った。 

 二次災害のおそれがあるため、24 日は地 

 

区全員が自治会長の誘導の下に地区外の太

田尾公民館に避難した。雨が止んだ 25 日か

ら集落に戻り、主婦達の共同炊事でそれこ

そ一つ釜の飯を分け合って復旧作業に取り

掛かり、被害が大きい家から順番に土石の

搬出、家屋の修理、道路の復旧、観音堂の

修復等を行い、何とか生活できる状況を地

域の共助のみで実現した。 

 

６．長崎豪雨災害後 

 長崎豪雨災害時の土石流災害、河川災害

を受けて、長崎県は昭和 57 年から 61 年に

かけて、山川河内川・逃底川に砂防ダム 4

基と流路工等の防災施設の整備を行った。

また、山川河内川と逃底川の河川改修や農

地の復旧もなされた。長崎市の支援で、地

区内に児童公園が設けられ、水害記念碑と

碑文が建立された。 

河川脇の家では砂防ダムや河川改修によ

って、前よりも安全になったと受け止めて

いるが、「安心ではない」と話している。「最

下流の 1 号砂防ダムの一番上の水抜き穴か

ら水が溢れ出したら、避難しよう」とする

目安をつけている。長崎豪雨災害で避難を

した世帯では、川を流れる水音が怖くて、

大雨が予想されるときは、地区内外の親戚

の家や家の別棟に宿泊している。また、湧

き水の濁りにも注意を払っている。なお、

山川河内地区は、土砂災害防止法に基づく

土砂災害(特別)警戒区域の指定が既になさ

れており、地域のほとんどが警戒区域等に

含まれる。長崎豪雨時に避難した家も地区

の中心部にある山川河内公民館も警戒区域

に含まれるために、地区の避難所は、地区

外の日吉小・中学校に指定されている。「山

川河内地区には風水害に対して安全な場所

はない」と住民は冷静に受け止めている。 

 当地区は、市街化調整区域にも含まれる

ことから、新たな開発は想定されていない。 

 表-2  長崎豪雨災害 による被害 

被害の種類 被害の数量 

死者・行方不明者 0 人 

怪我人 0 人 

流失家屋 2 戸 

土石流で破壊された家 4 棟 

床上浸水 5 戸 

床下浸水 35 戸 

田畑流失 6.94ha 

花栽培ハウスの損壊 0.50ha 
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表-3 念仏講まんじゅうに関する知識と今後 

どう思う       中学生 7 人 

項  目 はい 

150 年間配り続けられていることを

知っている 

5 

万延元年の土砂災害の犠牲者を供

養するために配られていることを

知っている 

2 

 

配り続けことは大切なことである 7 

配り続けている大人は立派である 7 

大人になっても続けたい 7 

学校で話したことがある 0 

 

 

 

７．まんじゅう配りの現状と災害伝 

15 年ほど前、自治会の総会でまんじゅう

を注文していた業者が廃業し、次はどこに

しようかと相談したときに、若者から「ま

んじゅう配りは時代に合わない。何時まで

続けるのか」と見直しの提案があった。長

老たちが「万延元年の災害の弔いのために、

この地区で続いてきた。まんじゅうを配る

ことで災害を忘れないでここまできた。長

崎豪雨災害でもまんじゅう配りのご利益が

あって、けが人一人もいなかった」と説得

した。若者も「わかった」と納得したとい

う。現在では、勤め人世帯が増えて、毎月

14 日に配るには祭日以外では仕事を休む

ことがあること、配る時に留守の家が増え

てきたこと、家庭内に地域のことを良く知

った年配者が居らず伝承できるか等の課題

もでてきている。年配者は、「自分たちが生

きている間は配らなくては」と考えている。

しかし、子育て世代になると、「150 年間も

続いているので続けた方がいいのでは、無

理なら、配る日、回数、配る内容を見直し

てもよい。そのかわり、皆にきちんと由来

を徹底することをやればよい」と柔軟に考

えている。 

 

８．中学生および保護者アンケート調査 

 2012 年 8 月 19 日に地区の中学生および

その保護者に集まってもらって防災知識、

防災意識、念仏講まんじゅう等に関するア

ンケート調査を実施した。次の世代や子供

たちがどう考えているかを知ることも重要

と考えてこのアンケート調査を実施した。

中学生アンケート調査には中学生 7 人全員

が参加した。保護者アンケート調査には、

中学生の保護者(男性 6 人、女性 5 人、30

歳代 4 人、40 歳代 7 人)が参加した。アン

ケート調査は調査表を読み上げながら、回

答肢を選択してもらう方法によった。 

 

(1)中学生アンケート結果 

万延元年の逃底川の土砂災害による人的

被害は全員が知っている。「念仏講まんじゅ

う配りが、約 150 年間続けられている」こ

とも良く知っているが、念仏講まんじゅう

を配る目的についてはあまり知られていな

い。念仏講まんじゅうについて、配ってい

る大人たちを全員が「立派だ」と思い、全

員が「今後も続けることが大事だ」と思い、

「大人になっても続けたい」と回答してい

る(表-3)。大人になっても続けたいとする

理由は、「これまで 150 年間地区の人たちが

続けてきたから」と「配ることによって土

砂災害から命を守ってこられたから」の 2

つである。なお、念仏講まんじゅうについ

て「学校で話したことがない」と全員が回

答している。 

 全員が、「山川河内地区は、自然が豊かで、

みんな仲がいいから好きだ」と答えている。

１人を除いて「大人になってからも住みた

い」と思っている。 

(2)保護者アンケート結果 

 「万延元年の大雨で、逃底川で土石流が

起きて、33 人の死者がでた」ことをほとん

どが知っている。「毎月 14 日に配られてい

る念仏講まんじゅうは、江戸時代末期から 
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表-4 念仏講まんじゅうの今後 

保護者 11 人 

項  目 はい 

配り続けることは大切である 9 

子供たちに伝承するべきである 8 

配り続けるには改善が必要である 8 

 

 

 

 

150 年間も続けられている」ことと「この

念仏講まんじゅうは逃底川の崩壊による死

者を供養するために始められた」ことにつ

いては、全員が知っている。 

長崎豪雨災害については内容も含めて、

全員が「知っている」。長崎豪雨災害で一番

印象に残っている被害は「土砂災害」で、

別のアンケートで長崎市民が「河川氾濫」

と答えたこととの差が見受けられる。また、

「長崎豪雨災害の際に何らかの被害があっ

た」と半数以上が回答している。このとき、

一人の死傷者も出さなかったことが地区で

は「観音様のご加護」と言われているが、

このことをほとんどが「知っている」。「長

崎豪雨災害のことが家庭や職場、学校の中

で話題になる」と 40%が回答している。 

 「念仏講まんじゅうを続けることが大切

で、子供たちに続けていくべき」と多くが

回答しているが、全員ではない(表-4)。「念

仏講まんじゅうを継承していくために何ら

かの改善が必要」とほとんどが考えている。 

必要な改善方策は、７．の最後に示したと

おりで、子育て世代の多くが同じ考えをし

ている。 

 

９．まとめ 

 長崎市太田尾町山川河内地区で約 150 年

続く念仏講まんじゅう配りによる災害伝承、

その効果、課題等を紹介した。長崎豪雨災

害の被災地では土石流等が繰り返し発生し

た跡や記録があるが、世代を超えて発生す

るためにたいていの場合忘れ去られている。 

しない地域独自の取組みで、土砂災害とい

う集落の狭い範囲で発生し、発生頻度が数

百年に一度という継承しにくい災害を毎月

の念仏講まんじゅう配りという日常生活の

中に組み込んだといえる。このまま他地区

で参考にするのは無理かもしれないが、災

害継承のヒントにして欲しい。 

山川河内地区でも大きな転換期を迎えて

おり、これまでの念仏講まんじゅう配りを

長続きさせるための知恵、口伝による家庭

任せの災害伝承に加えて自治会等による組

織的な集落単位での災害伝承・防災教育等

が求められている。 

なお、山川河内自治会は総務省主催の第

17 回防災まちづくり大賞を 2013 年 1 月 23

日に受賞した。受賞題目は「念仏講まんじ

ゅう配り―150 年前の被災の伝承がつなぐ

山川河内の防災―」である。自治会長が「祖

先が続けてきたことが立派だった」と受賞

の挨拶をしていることが強く印象に残って

いる。 
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石碑にみる桜島大正噴火の災害 

 

鹿児島大学名誉教授 

岩松 暉 

 

１．はじめに 

 明 2014 年 1 月 12 日は、わが国が 20 世紀に

経験した最大の火山災害「桜島大正噴火」の

ちょうど 100 周年である。1914 年当時は大正

デモクラシーの真最中、第一次世界大戦勃発

の直前であった。マスコミも発達し、地方紙

も隆盛を極めていたし、写真機も上流人士に

は普及し始めていた（写真-1）。明治時代の磐 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-1  大隅半島と接続する寸前の桜島 

（宮原景豊垂水郵便局長撮影） 

 

梯山噴火に比し、記録が大量に残されている

と考えられがちであるが、鹿児島には海軍基

地があったためか、第二次世界大戦時の空襲

により、徹底的に焼き尽くされ、地元には資

料がほとんど残っていない。大隅半島など空

襲を免れたところも、鹿児島県に公立公文書

館がないためもあって、市町村合併の度に貴

重な資料が廃棄され、やはりほとんど残って

いない。 

 100 年も経つと、災害を直接経験した人た

ちの孫・曽孫の世代であり、ほとんど伝承さ

れていない。したがって、桜島大正噴火とい

うと、観光資源としての大正溶岩と埋没鳥居

しか思い浮かばず、あれは島内の話、と人ご

ととして捉えられているのが実情である。 

 しかし、学術の世界では震災予防調査会が

有効に機能していたから、大森房吉・小藤文

次郎・佐藤傳蔵らの詳細な論文が残されてい

るし（写真-2）、測候所も記録を残している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．災害伝承としての記念碑 

 災害の記念碑に関しては寺田寅彦(1933)が

『津浪と人間』で名言を吐いている。すなわ

ち、「災害記念碑を立てて永久的警告を残して

はどうかという説もあるであろう。しかし、

はじめは人目に付きやすい処に立ててあるの

が、道路改修、市区改正等の行われる度にあ

ちらこちらと移されて、おしまいにはどこの

山蔭の竹藪の中に埋もれないとも限らない。

…（中略）…そうしてその碑石が八重
や え

葎
むぐら

に

埋もれた頃に、時分はよしと次の津浪がそろ

そろ準備されるであろう」と。実際、筆者が

直接見聞した例を挙げると、大船渡市三陸町

越喜来
お き ら い

に東京朝日新聞社が寄贈した昭和三陸

津波の記念碑がある（写真-3）「長く大きくゆ

れる地震は／津浪の警報と心得／直ちに近く

の高地へ避け／一時間位はその場を離れる

な」と適確に書かれているが、3.11 の大津波

で洗い出されるまでは藪の中で、多くの人は

その存在を知らなかったらしい。 

桜島大正噴火の記念碑も同様である。三陸

海岸のような中・古生層の硬い岩石が産出す 

伝承 

 

 

 

 

写真-2 小藤文次郎東京帝国大学教授の 

フィールドノート 

 



 

 

 

 

るところと違って、鹿児島は軟質で空隙に富

む溶結凝灰岩が使われているから、風化しや 

すい上に、苔が生え、蔦が絡まって、文字さ

え判読しにくい（写真-3）。寺田の指摘通り、

邪魔にされてあちこち移転させられ、地元の

教育委員会に聞いても所在さえわからないこ

とが多々あった。 

 

３．桜島大正噴火関係記念碑 

 内閣府中央防災会議災害教訓の継承に関す

る専門調査会の依頼で「1914 桜島噴火」報告

書取りまとめの主査を務めた際、上述のよう

に一次資料がほとんどなかったので、やむな

く記念碑について調べてみた。最初は爆発記

念碑のような直裁的なものを対象にしていた

が、耕地整理記念碑のような一見、火山災害

とは無関係と思われるようなものにも、噴火

の記載があることがわかり、対象を広げるこ

とにしたところ、70基近く発見された（図-1）。

中には郷土誌に碑文まで記載されているのに、

未だに見つからないものもある。 

 内容は大別すると次の 4 つであり、分布に

特徴がある。 

①噴火や地震の経緯と教訓をまとめたもの。

桜島島内と鹿児島市周辺に多い。 

②降灰被害に伴う耕地整理や、土石流・洪水

に伴う河川改修に関するもの。大隅半島、と 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

くに串良川沿岸に多い。 

③地盤沈下と高潮による塩田や干拓地の沈水

と護岸決壊に関するもの。鹿児島湾奥部に多い。 

④移住の苦労と開拓魂を伝えようとするもの。

宮崎県小林市から種子島までの移住者集落に

ある。 

 

４．“科学不信”の碑 

 上記、4 つのカテゴリーを解説する前に、

学者の間では一番有名ないわゆる“科学不信”

の碑（写真-4）を紹介しよう。噴火 10 周年の

1924 年に東桜島村（村長野添八百蔵氏）が建

立した。 

「（前略）刻刻容易ナラサル現象ナリシヲ以テ

村長ハ數
すう

回測候所ニ判定ヲ求メシモ櫻島
さくらじま

ニ

ハ噴火ナシト答フ故ニ村長ハ殘留
ざんりゅう

ノ住民ニ

狼狽シテ避難スルニ及ハスト諭達
ゆ た つ

セシカ間モ

ナク大爆發
ばくはつ

シテ測候所ヲ信頼セシ知識階級

ノ人却
かえっ

テ災禍
さ い か

ニ罹
かか

り村長一行ハ難ヲ避クル

地ナク各身ヲ以テ海ニ投シ漂流中山下収入役

大山書記ノ如キハ終ニ悲惨ナル殉職ノ最期ヲ

遂クルニ至レリ（後略）」と経緯が書かれてい 

写真-3 大船渡市崎浜の大船渡市三陸町越喜来

記念碑（左）と鹿屋市旧岳野小学校の桜島大正

噴火記念碑（右） 

図-1 桜島大正噴火記念碑分布図 

 

 

 



 

 

 

る。「地震頻發
ひんぱつ

」「熱湯湧沸」など前兆現象が

あったため、安永噴火の伝承や生き物として

の本能に基づいて住民はいち早く避難したが、

科学を信じた知識階級は逃げ遅れ、犠牲者を

出してしまった。当時、桜島は休火山と言わ

れていたから、そうした知識も災いしたらし

い。測候所には旧式のミルン式地震計 1 台し

かなく、地震火山の専門家もいなかったし、

活発な活動を続けていた霧島山に気を取られ

ていたことも誤判の原因だったようだ。10 年

後記念碑建立に当たって、村議会では「測候

所の判断に決して従うことなく、急いで避難

せよ」との文を入れることで一致していたが、

村長が鹿兒島新聞の牧暁村
ぎょうそん

記者に起草を依

頼したところ、下記のように「理論ニ信頼セ

ス」と婉曲な表現に変わっていた。以下、後

略の部分である。 

「本島ノ爆發ハ古來
こ ら い

歴史ニ照シ後日 復
ふたたび

亦
また

免レサルハ必然ノコトナルヘシ住民ハ理論ニ

信頼セス異變
い へ ん

ヲ認知スル時ハ未前
み ぜ ん

ニ避難ノ用

意尤
もっと

モ肝要トシ平素勤倹産ヲ治メ何時變災
へんさい

ニ値
あう

モ路途ニ迷ハサル覺悟
か く ご

ナカルヘカラス

茲
ここ

ニ碑ヲ建テ以テ記念トス」 

 ここで重要なことが述べられている。桜島

にとって噴火災害は今後とも不可避だから、

前兆現象があったら直ちに避難すること、被

災に備えて勤倹貯蓄・殖産興業に励めという

ことである。前段の爆発必然に関しては、現

在に至るまで爆発記念日の1月12日に総合防

災訓練が毎年大々的に行われている。後段の

殖産興業に関しては、後述の久米西桜島村長

の実践が挙げられる。 

 

５．噴火の経緯と教訓を記した記念碑 

(1) 全貌がわかるもの 

桜島大正噴火の全貌を適確に記したのは、

1916 年鹿児島市が建てたもので、現在鹿児島

県立博物館横にある（写真-5）。東京帝国大学

今村明恒助教授の草案になり、前兆現象（地

震・温泉湧出）、噴火概況と地形変化・被害、

地震の状況と被害、毒ガス・津波のデマ、当

局と軍の活躍、地盤沈下、皇室からの救 恤
きゅうじゅつ

金下賜
か し

など全般を詳述し、最後に「安永天明

ノ噴火ニ比スルニ現象大差ナキニ似タリサレ

バ專門
せんもん

ノ學者
がくしゃ

豫
あらかじ

メ櫻島ノ狀態
じょうたい

ヲ講究シ有

識ノ父老舊記
きゅうき

ニ徵
ちょう

シテ變兆
へんちょう

ニ鑑
かんが

ミナバ今

次ノ災異恐ラクハ豫知
よ ち

セラレ禍害
か が い

亦
また

幾分ノ

輕減
けいげん

ヲ見シナラン」と暗に測候所の不手際を

批判し、「蓋
けだし

百年ノ後又此ノ如キ爆破ナキヲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-4 科学不信の碑（東桜島小学校） 

 

 

写真-5 県立博物館横の記念碑 

 



保セズ爲
ため

ニ槪況
がいきょう

ヲ記シテ不朽ニ傳
つた

フ庶幾
こいねがわ

クハ今回罹災ノ不幸ヲ 弔
ちょう

シ 併
あわせ

テ後世永ク

追憶シ以テ未來
み ら い

ノ慘禍
さ ん か

ヲ軽減スルノ資タラシ

メンコトヲ」と結んでいる。今がちょうどそ

の百年である。 

(2) 桜島島内の様子 

桜島島内の様子を詳細に伝えているのは、

桜峰
おうほう

小学校にある長文のもので第七高等学

校教授山田凖の撰になる。前述の“科学不信”

の碑より早い 1919 年に西桜島村（村長大窪宗

輔氏）が建立したものである。主要部分を抜

粋すると、「前日（中略）實
じつ

ニ四百十八回ノ

震動ヲ数フ人心爲
た

メニ恟 々
きょうきょう

タリ」「巨石ヲ

飛ハシ轟鳴
ごうめい

次第ニ加ハリ火光放射ス」「老幼

提携身ヲ輕舸
け い か

ニ寄セテ難ヲ避ク」「多数救護

舩
せん

来集シ島民 悉
ことごと

ク難ヲ避ク」「薄暮
は く ぼ

 俄然
が ぜ ん

大

震動殺到ス」「熔岩
ようがん

四方ニ噴騰シ火粉全島ヲ

掩
おお

ヒ西海岸ノ民家一齊
いっせい

ニ炎上ス」「家畜悉ク

燒死
しょうし

シ灰沙
しゃ

田野
で ん や

ヲ埋ムルコト数尺又ハ数

丈
じょう

」「噴火漸々
ぜんぜん

収マルト共ニ經濟
けいざい

難來
きた

ル」「移

住地ヲ種子島其他数所ニ定メテ窮民
きゅうみん

ヲ分附
ぶ ん ぷ

ス」などとある。島内の悲惨な様子・混乱が

よく分かる。また、島内にとどまっていた「島

民悉ク難ヲ避ク」とあるのは、安山岩溶岩流

の流速が遅いためである。田野を埋めた降灰

からの復旧については後述する。記念碑は最

後に「安永ヲ去ルコト百三十餘
よ

年ニシテ今次

ノ爆発アリ徃々因
よっ

テ来
きたる

ヲ察セハ今後ノ亊知

リ難カラス後人能
よ

ク萬一
まんいち

ヲ無虞
む ぐ

ノ日ニ警
いまし

メ

安キニ狃
な

レス變ニ騒カス以テ先人ノ憂勞
ゆうろう

ニ

答フル所アランカ」と結んでいる。すなわち、

桜島は何時爆発があるかも判らないので、後

人は万一のことを考え災害を忘れることなく

安易に日々を送らず、常に備えることが先人

の苦難に応えるものだと戒めているのである。 

(3) 地縁社会の救援 

島民達は四方の市町村に避難したが、そこ

も夕刻発生した地震の被害と津波・毒ガス襲 

来のデマで混乱していた。しかし、青年会・

婦人会・在郷軍人会など地縁組織が健在だっ

たから、率先して支援に当たった。姶良市の

柁城
だじょう

小学校にはその間の事情を物語る記念

碑が残されている（写真-6）。「櫻島避難者ハ

續々
ぞくぞく

来リテ一千余人ニ及ヒタレバ町吏ハ救

助ニ忙殺セラレ常務ヲ處理
し ょ り

スル能
あた

ハス」「臨

時救護團
だん

ヲ組織シ精矛
くわしほこ

神社ノ社務所ニ置

キ」「田中川原ニ避難小屋ヲ作リ之ニ移轉
い て ん

セシ

メ」「救護費ノ如キハ縣費
け ん ぴ

ト當
とう

町特志家ノ

寄附
き ふ

トヲ以テ支辨
し べ ん

シ」などとある。篤志家の

施行
せぎょう

があったことも分かる。寄付をしたのは

一部富豪だけではない。鹿児島市中山尋常
じんじょう

小学校の作文帖を読むと、住民達はそれぞれ、

避難民を泊めたり、カライモ（甘藷）・米・味

噌・大根などの食料や薪などを寄付したりし

ているし、学童も学校を通じて 5 銭寄付した

と書いてある。 

  

６．地震動災害（震災）の記念碑 

 噴火当日の 18 時 29 分 M7.1 の直下型地震

が発生、対岸の鹿児島市周辺で家屋や石塀の

倒壊、シラス崖の崩壊などで 29 名の犠牲者を

出している。とくに江戸時代の埋立地や川沿 

 

 

 写真-6  姶良市立柁城小学校の記念碑 

 



いの軟弱地盤で震度が高く、液状化も発生し

ている（図-2）。天を覆う黒煙と轟音の中に激

震である。人々は恐怖のまっただ中にたたき

込まれた。津波や毒ガス襲来のデマも、そう

した不安の中で受け入れられ、一時市内は無

人になったという。郊外への避難路に当たっ 

ていた鹿児島市肥
ひ

田
だ

には青年会と消防組の建

てた記念碑がある（写真-7）。「大正三年一月

十一日午前三時四十一分無感覺
かんかく

ノ微震アリ

爾
じ

後
ご

地震頻繁」「同日（注：12 日）午後六時

三十分烈震アリ爲ニ住民 悉
ことごと

ク畑又ハ田中

ニ露宿セリ」「同十四日ニ至リ稍
やや

衰褪
すいたい

セリ」

などと経過を記載した後、「爾后
じ ご

萬一
まんいち

ノ変災

ニ際シテハ狼狽遠ク避難スルノ要ナカラン」

と結んでいる。同様な記念碑は鹿児島市郡山

町常磐にもある。「数千ノ避難民市ヲ成シ各々

青年會
かい

員其他ニ於テ救ゴノ方法ヲトレリ又

本村民ニシテ入來
い り き

樋脇
ひ わ き

方面ヘ避難セシ者多数 

アリタレ共當
とう

村
そん

ニハ何ノ危険モナカリキ」と

付和雷同を戒めている。 

 

７．降灰被害・水害の記念碑 

 前述したように大正溶岩はあまりにも有名

だが、実は軽石・火山灰の降灰被害も甚大だ

った。季節は冬、折からの西風に乗って大隅

半島方面に大量に積もった（図-3）。その有様 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を鹿屋市観音淵の堤塘
ていとう

工事記念碑は次のよ

うに述べている。「櫻嶋
さくらじま

爆發
ばくはつ

シ降流灰砂殆ド

四尺ニ及ヒ河水濁流シ為メニ魚族全滅シタリ

殊ニ爆發后
ご

ノ大洪水ハ未曽有ノ大氾濫ヲナシ

堤塘ヲ決潰
けっかい

シテ土砂ヲ流シ以テ沿岸ノ耕地

ヲシテ一望荒凉タル砂漠ト化セシメタリ」と

ある。したがって、農地復旧・耕地整理、堤

防復旧・河川改修は急務だった。とくに、大

量の軽石・火山灰が堆積していた高隈
たかくま

山系を

源流とする串良川の被害がひどく、降雨の度 

  に土石流が発生、修復しては

壊される賽
さい

の河原の繰り返し

だった。沿岸に 11 基も記念碑

がある。 

また、まだ土木学会も生ま

れていない時代だから素人工

法で行わざるを得なかったし、

当然、重機もなかったから住

民総出の労働奉仕に頼らざる

を得なかった。たとえば、鹿

屋市高隈中央では、同じ場所

に河川改修記念碑と第二回河 

写真-7 鹿児島市肥田の記念碑 

 

 

図-2 鹿児島市内の震度（今村,1920） 

 

川記念碑と 2 つある（写真-8）。 



 

 

前者には「下古園靑年運搬寄附」とあるが、

後者には「運搬寄附 高隈小學校
がっこう

兒童
じ ど う

」とあ

り、最後には学童まで駆り出されたらしい。 

もちろん、大隅半島だけでなく桜島島内は

もっと降灰量が多かったから、それだけ農地

復旧は大変だった。桜島武町南方神社にある

櫻嶋爆發土地復舊
ふっきゅう

工事紀念碑には、その苦

労がつぶさに記されている。「全島噴石輕石
かるいし

降灰ヲ以テ埋メラレ其ノ厚サ四五尺ヨリ數
すう

丈
じょう

ニ達ス」「歸村
き そ ん

シタル罹災村民ハ食フニ食

ナク住ムニ家ナク耕スニ一片ノ土地アルナシ

實
じつ

ニ當時
と う じ

村民ノ窮乏ノ悲惨ノ 狀 況
じょうきょう

ハ能
よ

ク

筆舌ノ盡
つく

ス所にアラサリキ災害土地ノ復舊

耕地ノ回復整理ハ最トモ緊急ヲ要スル事ニ属

セリ」とあり、12 月に西櫻島村耕地整理組合 

を結成、大窪村長が組合長に就任した。復旧

は主に「天地返し」で行われた。1m 以上も 

覆った火山灰や軽石を除き 

更に 1m 余りの穴を掘って 

火山灰や軽石を入れ、その上

にもとの黒土を被せるのであ

る。費用には政府からの無利

息借入金や県費、義援金など

が当てられた。噴火から 11年、

大窪村長が病気で倒れるほど

苦心惨憺のすえ工事が完成、

「村民漸
よう

ヤク其ノ堵
と

ニ安ンジ

テ生業ニ從事
じゅうじ

シ得ルニ至レ

リ」として、記念碑が建立さ

れた。 

 

８．地盤沈下・高潮の記念碑 

 桜島大正噴火で忘れられがちなのが地盤沈

下災害である。桜島マグマの供給源は姶良カ

ルデラ中央部にあるから、カルデラの位置す

る鹿児島湾奥部では数 10cm も沈下した（図

-4）。そのため、塩田や江戸時代の干拓地は水

没した。まさに滄桑
そうそう

の変である。姶良市・霧

島市の海岸部に 7基も記念碑が存在する。 

(1) 霧島市小村新田の水没 

小村新田は江戸時代末期の干拓地である。 

霧島市大穴持
お な ん じ

神社には記念碑が 2 つ並んで建

っている。1916 年に建てられた堤防復舊記念

碑には「沿岸一帶
いったい

ノ土地沈降海水ハ三尺餘
あまり

ノ高潮□來
らい

シ地區
く

内ニ海水侵入水田ノ大半

ハ一大沼海ト變
へん

ズルニ至リ…八月ノ高潮…

激甚ヲ加…遠近ノ應援團
おうえんだん

ト共ニ日夜寝食ヲ

忘レ大ニ防禦
ぼうぎょ

ニ努メタル甲斐
が い

アラバコソ仝
どう

月二十五日堤防ノ西南角其他数ヶ所ニ大

決潰
けっかい

ヲ生ジ海水滔々
とうとう

トシテ浸入青田変ジテ

海ト成リ浸水家屋百餘
よ

戸家財流失着ルニ衣ナ

ク食フニ食ナキノ惨状ヲ呈シ村民ノ困憊
こんぱい

其

極ニ達セリ」と惨状が記されている。桜島噴

火に伴う地盤沈下に 8 月の高潮が追い打ちを

かけたのだ。 

 

 

 

 

図-3 櫻島火山降灰礫分布圖（金井,1920）「単位：尺」 

 

写真-8 鹿屋市高隈の河川改修記念碑 

 

写真-8 鹿屋市高隈の河川改修記念碑 



 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 帖佐松原塩田の水没 

 姶良カルデラの中では姶良市・霧島市の海

岸は遠浅のため、古くから塩田が営まれてい

た。それが地盤沈下のため水没したのである。 

堤防決壊とあるから、地盤沈下だけでなく、

恐らく地震に伴う液状化や側方流動などもあ

ったのであろう。古くは 1931年の塩田嵩揚
かさあげ

工

事記念碑もあるが、氏名だけで碑文がないの

で、1968 年の塩田の碑を紹介する（写真-9）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

明治初年以来の歴史を述べた後「大正三年

桜島爆発の際大津波が襲い堤防は忽ち決壊し       

塩田は一面の海となり復旧の

術もなかった。」と記されてい

る。近くの塩釜神社の鳥居が

嵩揚げにより寸足らずになっ

ているから、多少の津波はあ

ったかも知れないが、大部分

は地盤沈下によるものであろ

う。碑文には続いて、中村村

長による復旧計画立案と阻止

運動、引責辞任、後任蓑毛
み の も

村

長の復旧工事実行などの経過

が記され、1940 年代には一大

製塩場に発展、「県下で一番税

金の安い村と言われるまで

に」なったとある。 

その後、1951 年のルース台風で壊滅的な被害

を受け塩田は閉鎖された。 

 

９．移住記念碑 

地震災害なら、地震保険に入っていれば住

宅再建は可能である。しかし、火山災害は家

屋だけでなく土地まで失うことがある。溶岩

で埋まったところや、分厚い軽石・火山灰で

覆われたところは、移住するしか方法がない。

島内だけでなく百引
も び き

村（現鹿屋市）など大隅

半島からも移住者が出た。溶岩流出を目撃し

た県当局は移住不可避とみて、噴火後 5 日目

には、熊毛郡長宛に移住の打診をしているし、

北海道など各地に吏員を派遣移住候補地の調

査をさせている。国も 6 月には勅令で主務大

臣（内務・大蔵・文部）の権限を県知事に委

任、現状に即した機敏な措置が執れるように

した。移住には指定移住地と縁故をたどる任

意移住地とがあった。指定移住地は国有林を

県に無償で払い下げ、県はこれを罹災者に貸

与、開墾が完了して一定の年数が経過したら、

無償譲渡する仕組みだった。移住民には移住

費・農機具・種苗費・小屋掛け費・家具費・

                                

図-4 姶良カルデラの地盤沈下（Koto,1916） 

 

写真-9 姶良市塩釜公園の塩田の碑 

 



食料費などが支給された。貸与されたのは農

地だけでなく、宅地・薪炭林地・学校敷地・

墓地・寺院敷地などさまざまな種目がある。3

月 12 日には種子島に移住が開始され、また、

垂水
たるみず

村大野原
おおのばる

では翌年中に入植が完了して

いる。このように敏速な措置が執られたが、

国有林の原野を開墾するのは困難を極めた上、

飲料水の入手に苦労した。谷底に水を汲みに

行くのは女子供の日課、重労働だった。桜原
さくらばい

の櫻島
さくらじま

爆發
ばくはつ

移住記念碑には、側面に「水道

記念」と刻まれている（写真-10）。水道開通

がどれほど待たれていたかがわかる。 

移住記念碑には移住者の氏名を列記したも

のが多く、碑文が少ないが、宮崎県小林市大

王の移住紀念碑にはかなり長い碑文がある。

「一萬
まん

住民歸
かえ

るに家無く 耕
たがやす

に地無く 太
はなはだ

凄惨を極む識者奔走復旧を策するも事固
もと

よ

り容易ならず仍而
よ っ て

意を決して遂に宮崎縣
けん

西

諸縣
もろかた

郡小林町字大王の地に移る累世墳墓の

土を辭
じ

してあえて未蹈
み と う

の地に漂浪す誰か亦
また

涙なきを得んや」と心境が綴られている。噴

火の 4 ヶ月後 5 月 6 日に入植、1917 年には水

道完成、1923 年に「生計の基礎 漸
ようやく

定り 各
おのおの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其
その

堵
と

に安ず」と記念碑を建立した。 

当初貸与されていた土地が無償譲渡され、

土地所有権が各自の手に移った喜びを記念す

る土地所有權
けん

移轉
い て ん

紀念碑が垂水市大野原に

ある。記念碑建立の日付は 1936 年である。移

住 21 年後のことであった。 

 

１０．開拓魂を伝える石碑 

 指定移住地は国有林の原野だったから、子

供たちは険しい山道を遠くまで通学しなけれ

ばならなかった。それも不可能なところには

尋常
じんじょう

小学校が新設された。大野原（現垂水

市）、大中尾（現南大隅町）、鴻峰
こうのみね

（現西之

表市）の 3 尋常小学校である。これら移住地

は父祖の言語を絶する苦労にも関わらず過疎

高齢化が進行、いずれも現在休校中、実質的

には廃校である。大野原小中学校には、祖先

の開拓魂を伝えようと、正面に「開拓魂」と

いう石碑が建っている（写真-11）。しかし、

今は賑やかな子等の声が聞こえない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１．復興に関した頌徳碑 

 前述したように、櫻嶋爆發土地復舊工事紀

念碑の大窪村長、塩田の碑の蓑毛村長など記

念碑の中に功績が称えられているものもある

が、復興の中心となった人物の頌徳碑もある。 

東桜島小学校の爆發記念碑にある「勤倹産

 

写真-10 錦江町桜原の移住記念碑 

 

写真-11 旧大野小中学校「開拓魂」 

 

写真-12 旧大野小中学校「開拓魂」 

 



ヲ治メ」を実行したのが西桜島村長久米芳季
よしすえ

翁である（写真-12）。翁は、「大正十二年村農

会長に就任するや鹿兒島市小川町に青果市場

を創設して販路の拡張品種の改良に又産業組

合の振興に寝食を忘れて奔走し村経済発展の

基礎を確立し昭和四年村長に推されるや村営

交通事業を開始して子弟の勉学に資し村民の

村外発展の礎を樹てると共に噴火の災害に備 

える基本財産造成に着手した」。大正末期まで

は、島民丹精の農産物が鹿児島の問屋に安く

買いたたかれていたため、対抗策として対岸 

の鹿児島市内に青果市場を設置したり、村営 

バスや村営フェリー事業を興したりした。こ

れが基礎となり、桜島大根や桜島小ミカンな

どの特産品と観光事業で、昭和 40 年代からの

新婚旅行ブームと相まって、村民税ゼロと言

われる豊かな村を築き上げた。そのため、鹿

児島市との合併をかたくなに拒み続け、よう

やく合併したのは平成の大合併のときであっ

た。翁の頌徳碑は翁の生前 1958 年桜島港に建

立された。 

 島外でも降灰被害から立ち直るために耕地

整理が喫緊の課題だった。耕地整理は水利権

や土地の地味など、複雑に利害が絡んで難し

い。私財を投じて完成したのが山重太吉翁で

ある。1966 年翁の 33 回忌に当たり、曽於市

荒谷
あらたに

の美田を見下ろす地に頌徳碑が建てら

れた。「然し乍
なが

ら翌三年桜島の大噴火があり

降灰四十センチに及んで川の模様は一変大正

六年同十年と用水路に水は溢れ埋って工事は

挫折し予算は次々に狂った大正十三年その工

事資金五万六千六百八十五円の返済要求を受

け水田五町畑十五町山林三十有余町歩を競売

さる当時米一升十五銭の時代にて翁の私有財

産ことごとくを開田に費消されたものであ

る」とその間の事情が記されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２．おわりに 

火山災害は地震災害と違って一過性ではな 

い。長期にわたる同時多発広域複合災害なの

が特徴である。桜島大正噴火でも、直接の噴

火災害だけでなく、地震災害・地盤沈下災害・

土砂災害・水害など多種多様な災害があった。 

 記念碑には記されていないが、避難中の不

衛生な環境や汚れた水などが原因で赤痢・腸

チフスなど伝染病も蔓延、火山活動や地震に

伴う直接の犠牲者よりも多い方々が亡くなっ

ている。 

近年の火山災害を例に取ると、1990 年雲仙

普賢岳噴火では 1995 年まで活動が継続した

し、2000 年三宅島噴火でも、2005 年避難指示

は解除されたものの、未だに火山ガスの放出

が続いている。桜島大正噴火の噴火活動は 1

年近く続いたが、火山活動の終息宣言は決し

て災害終了ではない。世間一般からは災害終

了として、忘れ去られていくだろうが、地元

ではここから地獄が始まるのである。噴火活

動の最中は周囲からの同情とあつい支援があ

り、被災者同士も貧富・身分の差を超え、互

いに助け合う。いわゆる災害ユートピアの実

現である。 

しかし、生活再建の段階になると、被災の

程度、貧富の格差、世代間・地域間の思惑の

違いなどが表面化し、利害が錯綜して、復興

方法のあり方、将来像などをめぐって軋轢が

写真-12 久米翁頌徳碑とスクリュ－・錨 

 

 



生じる。一般には記念碑にマイナス面を記す

ことは稀であるが、数ある記念碑の中にはそ

れをうかがわせる碑文もあるし、中には文章

が途中で突然途切れているものもある。小学

校に残された PTA の記録には「政治闘争」「肉

親離反」などの文言があり、その間の事情を

物語っているようだ。 

こうした対立を乗り越え、皆を団結させて、

復興を果たしていくには、強いリーダーの存

在が不可欠となる。桜島大正噴火時で言えば、

各地で名村長が活躍した。こうして「県下で

一番税金の安い村」「村民税ゼロの村」が実現

されたのである。被災前より豊かに復興して、

始めて災害が終了したと言えるのではないだ

ろうか。それには 10 年から数 10 年かかる。 

 被災地域以外の人たちには、現地ではこの

ような葛藤と苦闘が続いていることを認識し、

長期にわたる暖かい継続的な支援が求められ

る。 

さて、冒頭述べたように、近々桜島大正噴

火 100 周年を迎える。これは単なる節目では 

ない。2011 年の東北地方太平洋沖地震で日本

列島の応力場が変化し、大地震や大噴火が発

生しやすい地学的な環境が醸成されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南海トラフの連動型地震や富士山噴火などが

取り沙汰されている所以である。南九州も例

外ではないのである。そこで、鹿児島大学地

域防災教育研究センターと南日本新聞と共同

で、姶良カルデラ周辺の約 200 事業所を対象

に、アンケート調査を行った。事業継続計画

(BCP)を有し、実践しているところはごく僅

かであった。大正クラスの大噴火があるかも

知れないとは認識しているが、わが事として

受け止めていないのである。「想定外」を想定

しようとの意欲、あるいは勇気に欠けている

ようだ。長期の休業は顧客の離反、雇用の喪

失、地域の衰退へ直結する。桜峰小学校の記

念碑に「萬一ヲ無虞ノ日ニ警メ安キニ狃レス

變ニ騒カス」とあったが、「安きに慣れて」い

るのではなかろうか。今の「無虞の日」こそ、

大正噴火の経験を生かし、想定外に備えて準

備をする絶好の機会である。 
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雲仙岳災害記念館 

杉本 伸一 

 

１．はじめに 

 雲仙普賢岳噴火災害の被災地島原半島で

は、復興が順調に進んでいる。この火山災

害を教訓として、火山観測、土砂災害対策、

被災者対策、復興対策などの火山対策が大

きく見直された。噴火終息後も、雲仙火山

の火道掘削による噴火機構の解明、雲仙岳

災害記念館などの火山災害に関する学習体

験施設の整備などが取り組まれた。これら

の成果が、2007 年 11 月第 5 回火山都市国

際会議の開催、2009年 8 月島原半島ジオパ

ークの世界ジオパーク認定、2012 年 5 月

第 5 回ジオパーク国際ユネスコ会議の開

催に繋がっている。 

 また、災害の復興の歩みとともに、雲仙

岳災害記念館や土石流被災家屋保存公園な

どの災害遺構を活用した、災害伝承の活動

が進められてきた。しかし、ジオパークの

取り組みなどにより新たな段階を迎えよう

としている。災害伝承の取り組みについて

述べる。 

 

２．噴火災害の概要 

 1990年 11月 17日に始まった雲仙普賢岳

の噴火活動は 1995 年 2月まで継続した。こ

の噴火活動は、連続的な溶岩ドームの成長

と、溶岩ドームの部分的な崩壊により発生

した火砕流が特徴であった。1991 年 6 月 3

日、それまでよりも規模の大きな火砕流が

発生し、消防団員や報道関係者、一般住民

など 43名が犠牲となった（写真-1）。 

火砕流の規模は同じ時期にフィリピンの

ピナツボ火山で発生した火砕流に比べると

はるかに小規模であったが、危険な区域に

多くの人が入域しており、多くの犠牲者が

出た。

       写真-1 民家に迫る火砕流 

 

島原市南部の水無川流域は、度重なる火

砕流や降灰はもとより、相次ぐ土石流の襲

来を受けた。さらに、被害は水無川流域だ

けにとどまらず、雲仙普賢岳から島原の市

街北部を流れる中尾川流域にも拡大した。

火砕流、土石流といった災害が人家の密集

地域に押し寄せてきたのが、今回の雲仙火

山の噴火災害の大きな特徴である。 

 災害の残したつめ痕はあまりにも大きく、

度重なる火砕流や土石流により大きな被害

を受けた島原市や深江町（現 南島原市）な

どの直接被害地だけでなく、島原半島全体

に大きな影響を及ぼした。特に人口の減少、

あるいは宿泊観光客数減などの経済的低迷

が顕著であった。 

 このため、1997 年 3月、官民一体となっ

て島原半島全体の再生と活性化をめざす

「島原地域再生行動計画(愛称；がまだす計

画)」を策定した。「がまだす」とは、島原

地方の方言で「がんばる」という意味であ

る 1)。がまだす計画の重点プロジェクトと

して平成新山の火山観光化が推進された。

また、島原市や深江町の振興計画において

も、生活再建および防災都市づくりという

災害からの復興に加え、地域の活性化を行

うという考え方に基づいて火山観光化の推

進が計画され、災害遺構などの保存整備も

行われた。 

雲仙普賢岳噴火の災害伝承 

 



３．雲仙岳災害記念館 

 雲仙岳災害記念館（愛称：がまだすドー

ム写真-2）は、「がまだす計画」の重点事業

の一つとして計画され、噴火災害の状況や

災害に立ち向かった人々の姿、全国から寄

せられた温かいご支援などを後世に伝え、

また島原半島における火山観光・火山学習

の中核施設として、長崎県により整備され

た。 

 整備に当たっては、多くの関係者のご協

力により、噴火災害の貴重な資料を収集す

るとともに、最新の装置や模型により、噴

火活動の状況を体感し、火山のしくみや復

興への取り組みをわかりやすく学習できる

「火山体験型」ミュージアムとなっている。 

 記念館の建設された場所は、土石流被災

地の下流海浜であり、雲仙普賢岳の噴火に

伴う火山噴出物を埋め立てて造成された土

地で、噴火によって形成された平成新山の

景観や波静かな有明海の潮騒を間近に楽し

むことができ、まさに火山活動やそのしく

みを学び、噴火災害からの復興を語る場所

としてこれ以上の場所はないと言える。 

 当館には 2002 年の開館以来これまでに

200 万人を超える来館者があることからも、

火山や災害への関心の高さを感じることが

できる。 

 

４．平成新山フィールドミュージアム 

構想 

 がまだす計画の事業推進等などにより、

雲仙普賢岳噴火災害を通じ、自然の驚異と

地球の営みを学習する雲仙岳災害記念館、

土石流災害のすさまじさとその教訓を後世

に継承し防災の重要性を伝える土石流被災

家屋保存公園（写真-3）、噴火災害で傷つい

た自然環境の復元を観察する平成新山ネー

チャーセンター、砂防工事の監視所である

大野木場砂防みらい館などが整備された

（写真-4）。 

 

写真-2 雲仙岳災害記念館 

 

写真-3 土石流被災家屋保存公園 

 

写真-4 火砕流で焼失した旧大野木場小学校

被災校舎と砂防みらい館 

 

このようなハードの整備に対応して、平 

成新山フィールドミュージアム構想が持ち

上がった（図-1）。雲仙岳災害記念館を中心

に、平成新山の景色や噴火災害の遺構、火

山関係の施設や各種の防災施設などを、ま

るごと一つの野外博物館（フィールドミュ

ージアム）としてとらえている。 

 この構想では、水無川・中尾川流域一帯

や各地に残る貴重な火山学習資源を次の 5

つフィールドに分けてネットワーク化し、

体験・学習しながら、火山とかかわりあう 



 

図-1 平成新山フィールドミュージアム構想の

概念図 

 

ことのできる空間を提供するものである 2)。 

①「噴火災害の教訓」（火砕流・土石流の凄

まじさや恐ろしさ） 

②「噴火の歴史」（自然景観や植物の移り変

わりや火山性地層、島原大変など） 

③「災害の防備」（災害を未然に防ぐための

機能を持つ砂防、治山施設群など） 

④「地球の鼓動」（噴火のメカニズムや火山

の成り立ちなど） 

⑤「火山の恵みと共生」（火山のもたらす景

観や湧水、温泉の仕組みとその利用など） 

平成新山フィールドミュージアムの構想

を推進する中で、ガイドブックの作製配布、

ボランティアガイドの養成、総合案内板の

設置、火山学習クラブを開催し子供たちと

一緒に噴火災害の遺構などを見学し自然災

害や防災について学習するなど、地道な活

動が続けられてきた。 

 また島原半島 3 市で推進している「島原

半島ジオパーク」の関連イベントとして、

学術的・科学的に見所がある島原半島の地

質スポット（ジオサイト）のバス巡検（ジ

オツアー）を企画実施した。本企画は、新

たな島原半島の魅力の発見を通じて火山や

地質並びに防災教育への興味・関心を促し、

防災意識の高揚や火山と共存していくため

の知恵を育むことを目的としている。 

 

写真-5 火山都市国際会議開会式 

 

５．火山都市国際会議島原大会 

 長崎県島原市で「火山都市国際会議島原

大会」Cities on Volcanoes 5 が開かれたのは、

2007 年 11 月であった（写真-5）。この会議

は国際学術団体である IAVCEI(国際火山学

地球内部化学協会)がほぼ2年おきに開催し

ている国際会議で、これまでにイタリア・

ローマおよびナポリ市（1998）、ニュージー

ランド・オークランド市（2001）、ハワイ・

ヒロ市（2003）、エクアドル・キト市（2006）

で開催されており、第 5 回の島原大会は、

日本はもとよりアジアで初の開催であった。 

 なぜこのような国際会議を島原で開催し

たのであろうか。雲仙普賢岳の噴火では、

甚大な被害を被ったが、住民と行政が一体

となった復興事業や復興運動の推進、無人

化工法による防災土木工事など、その復興

の過程は、2000 年の有珠火山噴火や三宅島

噴火災害をはじめ、被災者対策全般にも大

いに生かされた。また、約 220 年前の眉山

崩壊や津波被害を伴ったいわゆる「島原大

変肥後迷惑」は世界有数の火山災害として

知られ、2004年に世界で初めて成功した火

道掘削による地下マグマの直接採集など、

世界最先端の火山研究などでも雲仙普賢岳

は注目を集めていた。このようなことから、

雲仙普賢岳での災害とそれに立ち向かい復

興に取り組んだ様子や教訓を世界に情報発

信するためである。 



 島原大会は島原市と日本火山学会が主催

し、国土交通省九州地方整備局、長崎県、

国際火山学地球内部化学協会などの共催を

いただいた。このような大規模な国際会議

は県庁所在地のような大きな都市で開催さ

れるのが通例であったが、災害の中で培っ

た経験や教訓を我々の中だけに留めず、世

界にそして後世に発信・還元する好機とと

らえ、人口 5 万人の地方都市島原で開催し

たのである。 

 海外からはアジア各国をはじめとして、

南北アメリカ、ヨーロッパなど主に火山の

ある 30の国と地域の火山研究者など、およ

び国内からは火山、砂防、防災関係者や災

害ボランティアなど約 600 人の参加者があ

った。また、市民やフォーラム参加者など

を加えると約 2700 人が参加する大イベン

トとなった。 

 島原大会の大きな特徴は、市民参加型の

国際会議を目指したところにある。そこで、

会議の構成を大きく二つのパートに分けた。

科学的側面が強い学術部門と、市民や行政

が参加する住民・行政部門である（写真-6）。

また、会場では海外の研究者と日本人の住

民が交流をはかることができるよう英日・

日英の同時通訳を導入した。 

 会議以外でも、幼稚園児による大会参加

者の出迎え、商店街や公園などでの市民や

団体による様々な交流イベントあるいは大

会行事、式典における地元アトラクション

の出演など国内外の参加者と温かい交流が

繰り広げられ、国際会議を盛り上げた。特

に、外国語ボランティアをはじめとして、

多くのボランティアの大会運営参加などに

より、市民参加の国際会議として参加者か

ら高い評価を受けた 3)。 

国際会議など経験もなく、大丈夫だろう

かという不安は大会の成功とともに自信に

変わった。また、外からの目を通じて地域

をあらためて見直す機会にもなった。この 

 

写真-6 雲仙災害を経験した地域住民との 

ディスカッション 

 

盛り上がりを一過性のものに終わらせたく

ないとの関係者の思いは、日本初のジオパ

ーク認定を次の目標に掲げた。 

 

６．ジオパークとは 

 島原半島ジオパークは、洞爺湖有珠山、

糸魚川とともに、2009年 8月、日本国内で

初めて「世界ジオパーク」として認められ

た。 

 世界ジオパークはユネスコが支援する世

界ジオパークネットワーク（GGN）が推進

しており、2004 年に誕生した。GGN の審

査を経てネットワークへ加盟が認められる

と、世界ジオパークを名乗ることができる。

現在、ヨーロッパや中国を中心とした 28

箇国 92 箇所が世界ジオパークとして認定

されている。 

 世界遺産は遺産の保護が大きな目的であ

るが、世界ジオパークは、地質遺産を保護

しつつ、科学や防災の教育、観光などに活

用することが目的である。審査ではこれら

の活動や組織のあり方などが評価の対象と

なった。認定を受けたら終わりというもの

ではなく、認定から 4 年ごとに再審査があ

り、長期間、持続的に活動を続けることが

必要である。 

 ジオパークには、世界ジオパークネット

ワークの基準をクリアした世界ジオパーク



と、日本ジオパーク委員会（JGC）が認定

する日本ジオパークの 2種類があり、「世界

ジオパーク」は山陰海岸・室戸が新たに認

定され国内 5地域となっている。このほか、

阿蘇、天草御所浦、霧島など 20地域が日本

ジオパークに認められている。 

 

７．島原半島ジオパークの取組み 

島原半島ジオパーク推進の取組みは、

2007年 7月に開催された長崎県主催の勉強

会からスタートしているが、ジオパークを

目指す追い風となったのが、島原市で 2007

年 11月に開催された「火山都市国際会議島

原大会」の成功である。 

 具体的な取組みとしては、島原半島ジオ

パーク推進連絡協議会が2008年 2月に設立

された。会員は、ジオパークの範囲にある

すべての地方自治体(島原市、雲仙市、南島

原市および長崎県)並びに目的に賛同し活

動および事業に協力できる団体として商

工・観光団体、公的団体、博物館的施設、

ガイド団体、地元マスコミなどによって構

成された。協議会発足当時は、事業を進め

る上で困難なことも多かった。特に、島原

市、雲仙市、南島原市と複数の自治体で事

業を進めることは困難を極めたが、島原半

島は一つとの認識により、関係者が一丸と

なって世界ジオパークネットワーク加入の

認定をめざした。そして、関係者や多くの

皆様の支援により世界ジオパークに加盟す

ることができた。しかし、ジオパークは加

盟することが目的ではなく、ジオパークを

いかに地域の活性化につなげるかが重要で

あり、地域の人々のアイデアと行動が勝負

である。 

 火山とともに生きる島原半島には、多く

の自然や文化があり、地球のもっともダイ

ナミックな営みのひとつである火山の景観

を楽しみ、それについて学び、地球と人間

の関係について考えることができる、すば

らしいジオパークである。 

 

８．防災とジオパーク 

 島原半島ジオパークは、1990 年から 1995

年に噴火した雲仙普賢岳とその災害遺構や

1 万 5,000 人が亡くなった 1792 年の「島原

大変肥後迷惑」の遺構など、火山の驚異を

伝える場所である。また、南北方向に広が

るように裂ける大地「雲仙地溝」の断層地

形も見所のひとつだが、火山の恐ろしさだ

けではなく、温泉や豊富な湧き水、豊かな

土壌など火山の恵みを実感し、復興の様子

を学ぶこともできる。 

 ジオパークの活動では、防災への取り組

みも重視されるようになっている。2008 年

6 月にドイツのオスナブリュックで開催さ

れた第 3 回ジオパーク国際ユネスコ会議

で採択された宣言には、「地質災害に関して

社会と知識を共有するためにジオパークが

役に立つ」という趣旨の一文が盛り込まれ

た。 

 わが島原半島ジオパークは、まさに災害

の予防をテーマにしている。これまでも、

「平成新山フィールドミュージアム構想」

により、噴火災害遺構や各種火山防災施設

などの火山防災学習資源をまるごと一つの

野外博物館ととらえ、「火山と人々のかかわ

りあい」をキーワードに活動を行ってきた。 

各種施設では、火山現象や自然現象を身近

な材料で再現する「キッチン火山実験」や

九州大学の清水教授の案内で普賢岳に登る

「親子登山教室」（写真-7）、砂防施設をめ

ぐるツーデイマーチのジオコースなどそれ

ぞれ特色あるイベントなどに取り組んでき

た。 

2009 年 8 月に行われた GGN の現地審査

においては、「噴火の教訓や、自然の脅威と

なる火山のそばで暮すための知恵について

世界的に重要な地域である。地球科学や工

学の先端が 1990 年以来この地域で開拓さ



 

写真-7 ジオツアー（九州大学清水教授と登る

親子普賢岳登山） 

 

写真-8 ジオパーク国際ユネスコ会議で活躍す

る中学生 

 

れている。」と、高い評価をいただいた。 

 噴火災害の遺構や砂防施設などを活用し、

防災意識の高揚、火山と共生していくため

の知恵を育んでいくことを目的にした、防

災教育・伝承活動が実施されてきた。さら

に火山の災害というマイナス面だけでなく、

火山の恵みであるプラスの面も合わせて火

山観光と防災に取り組んできたが、世界ジ

オパークの認定はこれらの取組みが世界的

に認められたことになる。 

 

９．ジオパーク国際ユネスコ会議 

 2012 年 5 月 12 日から 15 日まで「第 5 

回ジオパーク国際ユネスコ会議」 5th 

International UNESCO  Conference on 

Geoparks が島原で開催され、過去最多の 31 

の国と地域から約 600 名の参加登録者を

迎え、市民フォーラム等を含め当初の目標

を上回る約 5,300 名の参加があった。 

 世界ジオパークネットワークが 2 年ご

とに開催しているこの国際会議は、いわゆ

る地質や火山の“学会”ではない。地球科

学、環境保全、防災、観光、地域経済など

の研究者、行政担当者、ジオパークの運営

組織関係者、市民など様々な分野からの参

加者が、ジオパークについて広く議論する

場である。この会議では、ジオパークの目

的である「地球科学的に貴重な遺産を保護

しつつ、それらを教育や科学振興、地域の

観光事業に役立て、地域経済の活性化のた

めに活用することによって地域の持続可能

な発展を図ること」を共有し達成を目指す

と共に、世界各地のジオパークの活動報告

などを通して情報発信、情報交換すること

で、ジオパーク相互の質を高めていくこと

を目的としている。 

 大会期間中は、保育園児から小学生、中

学生、高校生と明日を担う多くの児童生徒

が素晴らしい活躍を見せ、感動的な国際会

議となった（写真-8）。閉会式で採択された

島原宣言は「世界各地のジオパークで東日

本大震災の被災体験を自然の脅威がある地

域に住む人々への教育の一つの手段として、

有効に活用する」とし、「大地の遺産である

ジオパークを生かした教育は、地域社会が

自然と如何に共存するかを理解するのに最

も効果的である」と強調した。さらに、「会

議での熱い論議が、世界ジオパークの発展

と災害に強い国づくりに生かされる」と総

括し、会議は幕を閉じた 4)。 

雲仙火山という地質遺産を中心に、火山

とのかかわり、文化、災害、そして恵みに 

ついて学ぶことのできる新しいタイプのジ

オパークとして、世界や日本からの多くの

参加者に島原の魅力をアピールすることが

できた。 



 火山は災害をもたらすが、平穏な時には

多くの恵みも与えてくれる。災害と恵み、

そしてこの地に暮らしてきた人々の歴史や

文化をセットにして、地域の活性化に結び

つける取り組みを進めている。しかし、ジ

オパークは観光振興だけのためにあるので

は 

ない。変動帯に位置する日本としてのジオ

はダイナミックなものであり、そこに住む

限り災害は免れないのであり、ジオパーク

は災害軽減のためのツールにもなりうると

確信している。 

 

１０．復興まちづくりと災害体験の継承 

 土石流によりほぼ消滅した被災地を、安

心して暮らせる場所にしようと立ち上がっ

た地域住民がいた。このリーダーを中心に、

1993年 6月「安中三角地帯嵩上推進協議会」

が発足した。 

 水無川と新たに設置される導流堤に囲ま

れた地域が三角形になることからこの名前

が生まれた。324 世帯が生活していた 93ha

の土地を平均 6m 嵩上しようというものだ

った。当初はなかなか理解されなかったが、

住民による地権者の同意取り付けや行政と

一体となった取り組みにより、画期的な復

興事業が成し遂げられた。 

 また、この嵩上事業や土地区画整理事業

の完成を待つ中で、「このふるさとのまちを

どういうまちに作るか」を見据えようとい

うことで、嵩上からまちづくりへと進化し、

「安中地区まちづくり推進協議会」が 1991

年 1 月発足し、ふるさと再生の事業に取り

組んできた。 

 さらに、2000 年 4 月、「NPO 法人島原普

賢会」の発足へと進化し、雲仙普賢岳の火

山災害によって被災した地域に整備された

砂防施設などを積極的に利活用しながら、

新しいまちづくりを行っている。 

 2000年の有珠山・三宅島の噴火をきっか

けに、市民レベルのネットワークである「火

山地域の市民団体相互支援ネットワーク

（略称：火山市民ネット）」が 2002年、NPO

法人島原普賢会や有珠山・三宅島の市民団

体によって結成された。この火山市民ネッ

トは、参加団体が協力、連携して火山災害

により被災した地域の市民団体と他の被災

地の市民団体をつなぎ、避難生活や生活再

建に必要な情報の提供を始めとして種々の

支援などを目的としている。 

 新燃岳の噴火に際しても、2011 年 3 月、

宮崎県都城市と同県高原町で「新燃岳被災

地車座トーク」を行い、地元の住民・行政

職員と、火山災害の被災地から参加したメ

ンバーとが交流を行った。被災経験のある

各地からの参加者はそれぞれの体験の中で、

守るべきことや注意すべきことを丁寧に説

明した。 

 火山市民ネットでは、地震被災地である

中越の団体とも交流を続けており、火山被

災地だけにとらわれず、同じ自然災害の被

災地として東北大震災の被災地との交流も

進めている。 

 

１１．安中防災塾 

 雲仙普賢岳の火山災害から 22 年を迎え

たが、はや当時の記憶が風化しつつあると

言われている。災害当時に最前線で地域を

引っ張ってきた若手や中堅が、定年を迎え

る世代となった。体と頭が十分動くうちに、

災害体験を安中地区の未来を担う子供達に

地域の生立ちに関心を持ってもらうため

「安中防災塾」（運営委員会事務局：安中ま

ちづくり推進協議会、塾長：同協議会会長、）

を 2011年から開催している（写真-9）。 

防災塾は、「地域のことは地域で教える仕

組み」と「持続可能な教育」を柱としてい

る。「地域のことは地域で教える仕組み」と

は、地域のことを熟知している住民が中心

となって、その知識を子どもたちに伝授し 



 

写真-9 安中防災塾 

 

写真-10 火砕流被災地における小学生の防災

学習 

 

ていく教育システムである。島原には、雲

仙普賢岳の火山災害時の避難や復興のノウ

ハウを待った人材が健在である。実際に災

害を体験した地域住民から直接話を聞くこ

とは、災害伝承の有効な方法である（写真

-10）。 

 「持続可能な教育」とは、将来的には、

受講生自らが地域リーダー・運営主体に育

っていくことで、取組みを持続的に展開し

ていく住民主体の教育システムである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２．まとめ 

 雲仙岳災害記念館も開館から 10 年を過

ぎ、入館者は減少の一途をたどっている。

普賢岳噴火災害から 22年目を迎える今、こ

れまでのコンセプト（災害伝承）だけでは

なく、新たなコンセプトが求められている。

ジオパークと融合した新たなコンセプトの

設定、それがジオミュージアムである。 

 記念館は、新たなコンセプトであるジオ

ミュージアムに基づく有料展示等の大規模

リニューアル、防災教育・伝承活動の施設

としての機能充実など取り組みが必要とな

っている。また、雲仙岳噴火災害の資料や

防災に関する資料のデータベース化や公開

など、雲仙岳災害記念館の課された役割は

重要である。 

 また、被災地域においても、雲仙普賢岳

で体験した火山災害の記憶が薄れ、風化が

危惧される現在である。復興まちづくりを

リードしてきた市民団体もメンバーの高齢

化などにより活動に陰りが見え始めている。

安中防災塾も、一地域の取り組みではなく、

島原市全体の活動として「島原防災塾」に

発展させることが必要であり、そのために

は、継続した行政機関・大学などの支援な

ど、仕組み作りが課題である。 
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福岡県西方沖地震のモニュメント 

 

西南学院大学  

磯 望 

1. はじめに 

 福岡県西方沖地震は、2005 年 3 月 20 日

（日）午前 10 時 53 分に、福岡市東区の志

賀島北西沖合、震源の深さ約 9km で発生し

たマグニチュード 7.0 （気象庁暫定値）の

地震である。この地震による福岡市内の被

害 1)は、死者 1 名・重傷者 164 名・軽傷者

874 名、建物全壊 141 棟・半壊 323 棟・一

部損壊 4,756棟。死者 1名は博多区吉塚で、

倒壊したブロック塀の下敷きになった女性

が犠牲になったものである。 

 震源に最も近かった陸域は福岡市西区玄

界島で、震央からの距離は 8km前後である。

玄界島の被害は、重傷者 10 名・軽傷者 9

名、建物全壊 107 棟・半壊 46 棟・一部損壊

61 棟で、島内のほぼ全ての建物に被害が生

じた。 

このため、玄界島では地震発生当日中に

約 700 人の島民のほとんどは福岡市中央区

の九電記念体育館などに避難した 2)。島民

はその後、博多漁港かもめ広場に福岡市が

設置した仮設住宅などに移住、3 年後の

2008 年に玄界島集落を整備し直したのち

に帰島した。玄界島には、これを記念して、

複数の石碑やモニュメントが建立されてい

る。これら 21 世紀に作成されたモニュメン

トが、災害伝承としてどのような役割を果

たすか、現代の災害伝承に関わる石碑の意

義等を考えるために、ここでは玄界島を中

心に福岡県西方沖地震に関連するモニュメ

ントを中心に紹介する 

 

２. 玄界島の地震被害と集落の特徴 

玄界島は福岡県西方沖地震による建物被 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

害が著しかった地域である。写真-1 などの

ヘリコプター空撮結果から判定した建物被

害は、図-1の範囲で、全壊 7 棟・半壊 6 棟・

屋根崩落 7 棟・瓦落ち 144 棟・異常なし 71

棟であったが、現場で観察すると、異常の

みえなかった建物でも、ほとんどが被害を

受けていた。図中①建物は 1 階部分の基礎

は傾き、ひな壇上の傾斜地に載る 2 階部分

で辛うじて支えられ、図中②建物は基礎と

なる地盤が崩落し、4 月 20 日の余震で崩落 

するなど、全壊に近い状態の建物も見受け 

られた 3)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

写真-1  地震翌日の玄界島（RKBヘリコプター 

から 2005年 3月 21日筆者撮影） 

 

 

 

図-1  地震翌日のヘリコプター斜め写真で判

定された玄界島の建物被害 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このように玄界島の建物被害は大きく、

また斜面に石垣を組んでひな壇状に造成さ

れた建物地盤の崩壊も至る所で生じた。ま

た、場所によっては下の家の屋根が上の家

の石垣に接触している建物もあり、これも

被害拡大につながった。道路も車の入れる

場所はほんの一部分で、大部分が階段状の

人がすれ違うのも困難なほどの狭い路地で

繋がる道であった。このため地震によって

倒壊したブロック塀が道路を塞いでいる場

所も見られた。 

玄界島では、集落の再建のために抜本的

な地盤の整備と、道路の整備ができなけれ

ば、建築許可を得ることさえ不可能な状態

であることは明らかな状態であった。この

ことが玄界島の地震被害とその復興までの

経緯についての大きな特徴となっている。 

 

３．玄界島の地震モニュメント 

 玄界島に現在設置されている石碑などの

地震モニュメントは、地震被害そのものに

触れている内容は少ない。むしろ全島民が

避難生活をし、そして再び島に戻って本来

の生活を取り戻すまでの経緯が、石碑など

に刻まれ、災害伝承としてその内容が将来

も伝えられることになるであろう。 

玄界島は集落の再建のために、地盤と道

路の整備を先行せざるを得ず、それには住

民の合意形成が必要であった。玄界島復興

対策検討委員会を中心として、全島民参加

の自治組織が機能し、福岡市との協議を住

民主体で実行して復興にこぎつける。そこ

が最大の課題であった。現在設置されてい

る地震関連の石碑には、その点を中心に記

述されていることが多い。その事例を紹介

する。 

a) 玄界島復興対策検討委員会建立の石碑 

石碑の碑文は縦書きで、内容は次の通り。 

『福岡県西方沖地震玄界島復興モニュメン

ト』「平成十七年三月二十日の地震で玄界島

は壊滅的な被害を受けました。無残な姿で

途方にくれる日々でしたが島民が一致団結

し、いち早く「玄界島復興対策検討委員会」

を立ち上げ、毎週委員会を開催し協議を重

ね、平成十七年七月には「小規模住宅地区

改良事業」により島の全面的な復興を行な

うことが決まりました。 

 その時から島民の総力をあげて復興を目

指した結果、震災から丸三年を迎えた今日、

離ればなれに生活していた家族・親族が新

しく生まれ変わった「故郷玄界島」で生活

を再開し、復興した喜びをかみしめながら、

これからは多くの方々に訪れてもらえるよ

うな玄界島を目指し、一丸となって島づく

りに取り組んでいきます。このことを私た

ちは風化させない為にここに記念のモニュ

メントを建立します(写真-2)。 

このモニュメントは、この地に伝わる「百

合若伝説」の鷹をイメージし、未来に向け

ての翔きを表現したものです。 

 玄界島復興対策検討委員会 

平成二十年五月吉日」 

 上の説明文にある復興した玄界島は、写  

 

写真-2  震災復興公園に設置された福岡県

西方沖地震玄界島復興モニュメントとその

説明の石碑（2009 年 2月 1日撮影） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

真-3 の案内図のように整地され、新たな道

路や住宅（うち市営住宅と県営住宅は 2～3

階建集合住宅）が整備されている。 

港に面する玄界公民館脇の広場には、『福

岡県西方沖地震被災者御訪問並びに災害復

興状況御視察行幸啓記念碑』があり天皇陛

下の御製と皇后陛下の御歌の歌碑がある

(写真-4)。  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この石碑は、平成 19 年 10 月に玄界島を

船で訪問された両陛下と島民一人ひとりへ 

の励ましを記念したものであることなどの

解説も記されている。裏面には、玄界島復

興対策検討委員会による前述の玄界島復興

モニュメントの碑文とほぼ同文の内容が刻

まれ、平成 20 年 6 月吉日と刻まれている。 

b) 玄界島の子供達の思い出 

  この碑は、福岡中央ロータリークラブが、

創立 30 周年記念事業として作成、公民館横

の広場に設置し、陶板による子供の絵とス

テンレス板の碑文から構成される。玄界島

の震災後に設置された碑としては最も早期

の 2007 年 5 月 21 日の日付である。2007 年

2 月当時在籍の、玄界小児童 26 人、玄界中

学生徒 13 人の絵や文字を約 15cm四方の陶

板に焼いたものである(写真-5)。 

 碑文は長文で、地震の詳細や避難の状況、

避難先での学校生活の様子、玄界小浅利正

勝校長の談話、避難先の簀子小などでの学

校の思い出、陶板の作成と設置の経緯、復

興の責任者となった福岡市都市整備局玄界

島復興担当部の藤本和史さんと玄界島復興

対策検討委員会の伊藤和義会長の談話、子

どもたちの陶板作成の経緯、福岡市吉田宏

市長の談話などが盛り込まれている。これ 

 

写真-3 玄界島案内図 (図の黄色は戸建住宅、

赤（ピンク）は市営住宅とその敷地、黄緑は   

県営住宅を示す) 

 

写真-4 天皇皇后両陛下の歌碑。歌碑周辺整備中

の 2009年 2月 1日撮影 

 

 

写真-5 「玄界島の子供達の思い出」の碑（2013 

年 7月 12日撮影） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

らの記述は、子どもたちが長じた後に地震

による離島から帰島までの状況を振り返る

縁になると思われる。 

c）小鷹神社の復旧碑 

 小鷹神社の石段の下の鳥居や石塔は地震

時に倒壊した。現在は倒壊した鳥居の笠木

部分を現場保存し、復旧碑と共に震災現場

のモニュメントとしている(写真-6)。玄界

島は建物の地盤から新しくしたこともあり、

震災被害を直接示すモニュメントはあまり

ない。小鷹神社下の碑文を以下に記す。 

 「平成十七年三月二十日に発生した福岡

県西方沖地震により、玄界島は甚大な被害

を受け、小鷹神社も被災し、鳥居は落ち、

御神殿が傾きましたが、島民のみならず多

くの方々からの寄付金等による支援を受け、

無事復旧することができました。 

この恩恵を心より感謝し、併せて玄界島

を想い、一致団結して島の復興を成し遂げ

た島民の団結と努力を永く子孫に伝えるた

めに、ここにこの碑を建てる。 

   平成十九年十一月吉日  

玄界校区自治協議会」 

 

４. 国営海の中道公園の地震モニュメ

ント 

福岡市東区の国営海の中道公園内の「光 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と風の広場」のカモ池周辺は、地震による

多数の地割れと地表変形が生じた（図-2）    

  

図-2  福岡県西方沖地震によるカモ池付近の

亀裂分布 4) 

 

写真-7  海の中道公園カモ池北側の亀裂群と

地盤変形（2005年 4月 23日撮影） 

 

 

写真-8  修復保存された亀裂（2013 年 7 月

16日撮影） 

 

4)。 

写真-6  小鷹神社破損鳥居の一部と復興旧碑 

 



ここは海の中道の砂丘の一部であったが、

米軍管理下の時代に池を掘り、一部を液状

化対策なしに埋め戻した。このため、最近

では稀な典型的な地震による間隙水圧上昇

と水平すべり、及びこれに伴う地盤の亀裂

と地表変形を生じた。典型的な地盤液状化

災害を呈した場所である(写真-7)。 

現在は地盤を安定化させ、割れ目の一部

の復元と、傾いたボート小屋を移設して展

示しているが被害の一部のみのイメージ展

示であるためやや迫力に欠ける(写真-8)。 

 

５．おわりに 

 最近の災害である福岡県西方沖地震関連

のモニュメントを紹介した。玄界島のモニ

ュメントは災害に伴う島から脱出後帰還す

るまでの支援への感謝と島民の結束による

帰還の喜びが中心メッセージと言える。 

海の中道公園は、地震による激しい地盤

災害を現場保存展示する意欲的試みである

が、当時の詳しい写真展示など、地盤災害

の実態を伝える写真等の展示も合わせて実

施することで、学習効果を上げることが必

要と思われる。 
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東日本大震災の震災遺構保存 

 

（社）減災・復興支援機構 

木村 拓郎・宮下 加奈 

 

１．はじめに 

東日本大震災、津波で流された大型漁船

第 18 共徳丸が気仙沼の市街地に漂着した。

多くの人が目にしたこの船は地元の自治体

が保存を希望していたにもかかわらず船主

は本年６月に解体を決定した。そして今や

今後の減災対策に不可欠な多くの災害遺構

が消えつつある。 

「震災遺構」は近年の災害ではあまり注

目されなかったが東日本大震災では地震発

生から1年が過ぎた2012年の夏あたりから

さかんに話題に上るようになった。その理

由は、きわめて複雑である。以下に今日ま

での経過と現状、さらには保存の意義など

を紹介する。 

 

２．東日本大震災の被災地では 

東日本大震災から 2 年が経過した。今、

被災地では災害遺構が大きな問題となって

いる。 

まず、撤去派の主張は、遺構がいつまで

もあると当時のことを思い出すから、とい

う意見が圧倒的である。この震災では 2 万

人もの方が亡くなっていることから被災地

には遺族を始めとして犠牲者の関係者が非

常に多く、このためか多くの人が早く撤去

して欲しいと願っているのも事実である。

一方で被災者の中には、この震災の教訓を

後世に伝えるためには遺構を保存すべきで

あるという声もあり、遺構を巡って住民の

意見が二つに分かれている。地元自治体は

住民の感情に配慮し、中には明確な方針が

出せないでいるところもある。 

さらに事態を深刻にさせているのは、公

費解体の期限である。震災で被災した建物

や漂流物などの解体・撤去事業の期限は

2013 年度までであり、この期限を過ぎたも

のは地元自治体の負担となってしまう。こ

のため撤去、保存の結論は一刻の猶予もな

い状況に追い込まれている。 

 

２．「3.11震災伝承研究会」の誕生 

第三者的な立場から災害遺構の保存を訴

えなければ貴重な遺構がすべて撤去されて

しまうという危機感が宮城県内の防災研究

者の間に広がり、「3.11 震災伝承研究会」が

2012 年 5 月に発足した。おそらく近年の災

害でこのような研究会ができた例はないと

思われる。 

研究会では、まずこれまで全く議論され

てこなかった遺構保存の意義、遺構とは何

かという検討を行い、具体的に保存すべき

震災遺構のリストアップを行った。また研

究会では被災者の心情に配慮し地元での合

意形成を重視する必要があると提案した。

しかし合意形成には時間がかかることから、

その間、遺構を「仮保存」する制度の必要

性についても提案している。以下にこの研

究会に参加している一人としてこれまでの

成果を紹介する。 

 

３．遺構保存の意義 

研究会としては、保存の意義を 4 つの項

目に集約した。 

1 点目は 3.11 の津波の恐ろしさである。

「津波の脅威」を後世の人に伝えるという

ことが、今回の大津波を体験した者の責務

であるという理由である。 

2 つ目は「慰霊の場」という考え方であ

る。身内の方が亡くなった最後の場所、あ

るいは被災地を訪れた人がどこかで献花し

たい、そのような希望に応える場所が必要

であるという考えである。 

3 つ目が、そこにあった「生活の記憶」



ということで、現在は被災地へ行っても、

もう建物の基礎も無くなっており、被災前

の様子を知らない人にとって果たしてどこ

が被災地なのか、街があったことすら分か

らなくなっている。元々そこに住んでいた

人も、すべてが撤去されて初めて生活が消

えたという思いを抱いている方もいる。そ

こにあった生活の記録を残すためにも、な

にがしかの震災遺構を保存すべきという考

えである。 

4 つ目は、遺構の中には大津波に襲われ

ても、破壊されることなく頑張って残った、

それが復興に向けて被災者に勇気と元気を

もたらす、このようなものも重要ではない

かという考え方である。 

 

４．災害遺構とは 

研究会では、遺構の定義を次のように定

めてみた。 

・地震や津波の痕跡をとどめているものす

べて。 

・被災下の状況、避難生活、復興への営み

を物 語る実物資料。 

 そして不動産的なものを遺構、動産的な

ものを遺物とした。 

また、東日本大震災では、ややもすると

市街地に漂着した大型の船舶や被災した建

築物だけが注目されがちであった。このた

め遺構（遺物を含む）の全体像を表-1 のよ

うに分類した。 

上記の分類に加え、被災の特徴がはっき

り分かるものや被災後にマスコミなどで大

きく取り上げられ、多くの人の記憶に残っ

たものも保存の対象にすべきと考えた。こ

のため表-2 に示すように具体的な例をあげ

た。 

 

５．候補とした震災遺構 

上記のような考え方に基づき、研究会は

宮城県内で該当しそうな遺構を選定、第 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回目の保存候補として 2012 年 9 月に 46 件

の対象物を発表した。 

この 46 件の遺構の中には、きわめて異例

とも思われる 15 箇所の仮埋葬跡地も含め

た。その理由としてはあまりにも犠牲者が

多かったため短期間での火葬が難しく、異

例の緊急措置として土葬をせざるを得なか

った。それぐらい被害が大きい災害だった

ということを示す証として、仮埋葬跡地も

後世に残しておく必要があるという考えで

ある。 

市町別の集計結果は表-3 のとおりである。 

選定は県内の沿岸部の被災市町 15 を対

象にした。その結果、遺構の多くは被災地

域の北部（リアス式海岸部）に残っている

ことが明らかになった。また、全体を被災

建物関係とその他に分けて分類したところ、

その数はほぼ半々であった。さらに、この

時点では被災した学校も数多く残っており、

合計で 7 校を候補として選定した。 

表-1 震災遺構の類型化 

 

表-2 震災遺構の具体的な例 

 

 

 



表-3 市町別震災遺構 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-2 転倒した女川共済会館（女川町） 

 

６．保存対象候補の例 

前記した保存の意義の 4 分類を元にいく 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つかの例を示す。 

最初は津波の脅威を示す象徴的な例とし

て、すでに多くの人が知っている気仙沼市

の市街地に漂着した漁船（すでに解体が決

定した）写真-1、女川町の転倒した 3 棟の

鉄筋コンクリートの建物(写真-2)、それか 

 対象自治体
被災建物 ・被災
集落跡 など

その他
（ 大型船、仮埋
葬跡地など ）

計

1 気 仙沼市 0 4 4

2 南 三陸町 1 1 2

3 石 巻市 1 0 8 1 8

4 女 川町 3 1 4

5 東 松島市 2 1 3

6 松 島町 0 0 0

7 塩 竃市 0 3 3

8 七 ヶ浜町 1 0 1

9 利 府町 0 0 0

1 0 多 賀城市 0 0 0

1 1 仙 台市 3 0 3

1 2 名 取市 1 0 1

1 3 岩 沼市 0 1 1

1 4 亘 理町 0 3 3

1 5 山 元町 1 2 3

計 2 2 2 4 4 6
 

写真-1 市街地に漂着した漁船（気仙沼市） 

 

 

 

写真-3 防災対策庁舎（南三陸町） 

 

写真-4  大川小学校（石巻市） 

 

写真-5  中瀬北地区（石巻市） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ら津波火災で被災した石巻市の門脇小学校

も選定した。慰霊の場としては、世界的に

有名になった南三陸町の防災対策庁舎(写

真-3)、次に現在検証が進められている石巻

市の大川小学校を選定した(写真-4)。 

3 つ目の生活の記憶では、石巻市の中瀬

北地区というところを取り上げた(写真-5)。

この地区にはかつて多くの家があった。し

かしこの地区は地区全域が地震で 80cm く

らい地盤が沈下、水面すれすれの地盤高に

なったところに津波が押し寄せ、すべての

家屋が流出した。今では人が住んでいたか

どうかが分からない状態である。同じよう

に仙台市南蒲生地区は、至るところに住宅

の基礎部分だけが残っている(写真-6)。 

震災に負けなかった、希望のしるしとし

ては、気仙沼市の横綱秀ノ山雷五郎像(写真

-7)、石巻ハリストス正教会を取り上げた。 

 

７．保存の効果 

遺構保存による効果については次の 3 点

をあげる。 

1 つは"「被災地」としての証"というこ

とで、あえてこういう言葉を使っている。

理由は前述したが、被災地を訪れた人にこ

こにはかつて街があったのだということを

示すことができると思われる。つまり遺構

がそれを証明してくれることになるはずで

ある。 

一方で被災地の中でも震災の風化という

言葉が叫ばれ始めている。被災地内外の風

化を防ぐためにも遺構の保存は非常に意味

があるといえる。 

2 つ目に"減災対策の強化と促進"が指摘

できる。 

昨年、国は南海トラフ大地震による被害

想定を公表した。この被害想定によると大

津波によって甚大な人的被害が発生すると

いう。この大きな被害の軽減は国として重

大な責務である。減災に向けた対策はいろ

いろ方法が考えられるが、中でも東日本大

震災の震災遺構を見てもらい、津波の脅威

を肌で感じてもらうことが減災対策の第一

歩である。 

3 つ目が"地域復興の促進"である。被災

地外からいろいろな人が津波学習を目的に

被災地を訪れる。そこには必ずといって良

いほど経済効果が発生する。これらの効果

は、復興の促進・推進に一定の効果を上げ

ることが期待できるはずである。 

 

８．今後の課題 

研究会としては 2013 年度も活動を継続

するが、当面の課題として以下の 3 点をあ

 

写真-6 南蒲生地区（仙台市） 

 

 

写真-7 横綱秀ノ山雷五郎像（気仙沼市） 

 



げた。 

1 つ目は、被災地においてまだ遺構保存

の意義を理解していない人がいることから

今後は保存の意味をもっと周知する必要が

あること。 

2 つ目はこれまでは暫定的にさまざま候

補遺構を選定したが、すでに撤去されたも

のあるいは撤去が予定されているものもあ

るため再度見直す必要があること。 

3 つ目は保存に向けて公的制度の確立を

訴えることである。現在、地元自治体は遺

構を残すにあたって財源の問題で非常に苦

慮している。これは、保存にあたって公的

な制度がないためであり、新たな制度創設

が必要になっている。 

国は 2011 年 6 月 25 日に発表した東日本

大震災の復興構想 7 原則の中で災害の伝承

を大きな柱に据えている。しかし、今のと

ころ震災遺構の保存については具体的な施

策は見えていない。 

また国は、震災後に「減災対策」を重要

政策と位置づけた。対策の推進にあたって

は遺構の保存は不可欠と考えられる。 

南海トラフによる被害を軽減するために

も毎年のように撤去されている震災遺構の

保存問題を国民的課題にしたいものである。 

 



 

島原市で 2013年 6月に開催された地域向け行事の報告 

     長崎大学 高橋和雄 

1990-95年雲仙普賢岳の噴火災害において 1993年には 4月末からの大規模土石流の頻発と中尾川流域

の火砕流によって被害が拡大した。火山噴火が継続しても安全の確保やまちづくりができる防災計画の

策定が必須となった時期であった。これを受けて、この年に壊滅的な被害を受けた水無川下流域の嵩上

げによる住民発案の再生事業が立ち上がり、国の直轄の雲仙復興工事事務所(現雲仙復興事務所)が設立

され、砂防工事の無人化施工が導入される等の節目の年であった。前例がない中で官民学一体となった

取組みが効果を挙げ、当時の課題の多くは解決された。 

官民学一体となった取組みは、その後わずか 5 万人の地方都市での 2007 年第 5 回火山都市国際会議

の開催、国内初の島原半島ジオパークの世界ジオパークの認定、2012 年ジオパーク国際ユネスコ会議の

開催等につながった。 

活火山の麓のまちでは、今後とも火山との共生を前提に、地域振興、災害伝承、地域防災力の向上に

取り組むとともに、東日本大震災の被災地復興に島原のノウハウを提供していく役割が求められている。 

以上のようなことを背景に 20 年の節目となる 6 月に 2 回の講演会が島原市で開催された。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

講演会では当時の写真等でこれまでの取組みを振り返り、湧水や温泉といった既存の地域資源と砂防

指定地の利活用について意見を交換した。基調講演では、噴火災害当時に建設省の砂防担当者として安

全の確保や地域再生に尽力した池谷氏から「生活基盤はできたけれど、生計基盤はどうか」という指摘

がなされ、今後の独自性のある観光や他地区との連携等について提言がなされた。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雲仙復興事務所が 20 年間に渡って取り組んだ火山砂防事業と道路事業、安中三角地帯嵩上げ事業や

砂防指定地利活用等による地域復興支援、無人化施工の導入、溶岩ドームの崩壊対策検討、防災教育等

を振り返った。その上で、火山との共生に向けて、災害伝承や地域防災力の向上等に今後も地域と連携

して取り組むことを確認した。  

報 告 

(1) 安中復興まちづくり 20周年講演会 

日時：2013 年 6 月 3 日(月)10-12 時 

場所：島原市立安中公民館 

主催：安中地区町内会連絡協議会、安中地区まちづくり推進協議会 

後援：国土交通省雲仙復興事務所、島原市、土木学会西部支部 

参加者：地域住民約 150 人 

[次第] 

①20 年の活動紹介（雲仙岳災害記念館副館長 杉本伸一） 

②基調講演「雲仙普賢岳の大土石流災害から 20 年を振り返って」 

(元国土交通省砂防部長、現政策研究大学院大学特任教授 池谷 浩） 

③参加者とのディスカッション(長崎大学名誉教授 高橋和雄) 

 

(2) 雲仙復興事務所設立 20周年シンポジウム「噴火災害からの復興」 

日時：2013 年 6 月 4 日(火)10-12 時 

場所：雲仙岳災害記念館 

主催：雲仙復興事務所 

[次第] 

①基調講演「火山との共生の再構築に向けて」(長崎大学名誉教授 高橋和雄) 

②講演「災害対応における無人化施工技術」(建設無人化施工協会長 植木睦央) 

③歴代事務所長によるパネルディスカッション「噴火災害からの復興」 

参加者：行政関係者、建設業関係者等 110 人 
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