平成 22 年 7 月豪雨における下関市菊川町内の浸水被害
原

知弘

１，はじめに
山口県西部に位置する木屋川では，昭和 34
年，39 年，47 年，55 年，56 年，60 年，平成
11 年，22 年とたびたび洪水が発生している。
これらの洪水については，被害概要や被害額を
示した報告（山口県，2011）や近隣住民の防災
意識についての報告（池田，2014）はあるが，
具体的な湛水深や範囲を報告した例はない。湛
水深や範囲が明らかになることで，水害の実態
や，地形条件と被害との関わりが明確になる。
本研究では，最も近年に起きた平成 22 年７月
の洪水について，湛水深や範囲を調査し，地形
と被害との関わりがどのようなものであるか，
また，ハザードマップとの比較からハザードマ
ップの正確性について検討する。
２，対象地域概観
本研究で対象とする下関市菊川町は，中央部
に田部盆地を有し，木屋川や田部川，歌野川と
いった河川が流れる（図１）
。木屋川は，山口県
西部に位置する，幹川流路延長 43.7km，流域

図１ 地形分類図

面積 299.8 ㎢の二級河川である。
木屋川流域は，
主に水田として利用されてきたが，近年ではそ
の一部が住宅地やスーパーマーケットに変化し

４，平成 22 年７月豪雨の概要

ている。

下関市からの提供資料を基に災害概要をまと
める。平成 22 年７月 10 日に九州南部に停滞し

３，調査方法

ていた梅雨前線は，11 日にかけて北上し，その

本研究では，1963 年に国土地理院が撮影した

後，15 日にかけて山口県及び九州北部に停滞し

20000 分の１空中写真を用いて空中写真判読を

た。この前線に向かって暖かく湿った空気が流

行い，
対象地域の地形分類図を作成した
（図１）
。

れ込み，断続的な降雨をもたらした。15 日未明

また，現地調査では湛水範囲と湛水深，流向，

より，下関市，美祢市を中心に豪雨となり，日

浸水時の状況についてヒアリング調査を行った。 総雨量が 150mm を超える地点もあった。この
また，下関市役所菊川支所地域政策課総務防災

豪雨により木屋川は洪水をおこし，流域である

係（以下，下関市）および山口県河川課の担当

菊川町および上流の豊田町で被害が発生したほ

の方に，水害当時の状況についての情報提供や

か，斜面災害も多数報告された。一連の総雨量

資料提示を求めた。

は 541mm，床上・床下浸水は 82 戸に及んだ。
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５，調査結果

ヒアリング調査からは，道路脇の側溝から水

調査範囲を図１に示す。下関市による提供資

があふれだしたこと，また，流向は南から北で

料を基に，平成 22 年７月豪雨時に水害の被害

あったことが明らかとなった。さらに，平成 22

があったと推定される範囲を調査範囲として選

年７月豪雨において，最も深くなっている地点

定した。さらにその中から，被害の特徴が顕著

での湛水深は，34cm となっている。ハザード

であった以下の４地点を対象地域として選定し

マップを見ると，田部地区西部の北側の一部の

た（図２～５）
。

み，0.5m 未満という予測になっている。

５－１ 田部地区西部（図２）

５－２ 田部地区東部（図３）

田部地区西部は田部川右岸に位置する。標高

田部地区東部は田部川右岸に位置する。標高

は 17~14m であり，南から北へ向かって緩やか

は 14~15m であり，中央部に凹地がある。当地

に標高を減じている。当地域には氾濫原が広が

域には氾濫原が広がる。
南部は近年開発が進み，

り，現在では主に住宅が立ち並ぶ。

住宅地化が進む一方，北部は水田が広がる。
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ヒアリング調査から，凹地方向に向かって水

る。

が流れていたことが明らかとなった。さらに，

ヒアリング調査からは，堤防は決壊しなかっ

平成 22 年７月豪雨において，最も深くなって

たものの，霞堤から堤防内へと川の水が流入し

いる地点での湛水深は，130cm となっている。

たことが明らかとなった。さらに，平成 22 年

ハザードマップを見ると，田部地区東部の北

７月豪雨において，最も深くなっている地点で

側は１~５m という予測に対し，南部は浸水し

の湛水深は，172cm となっている。
ハザードマップを見ると，南東部で 2~5m，

ない予測になっている。

木屋川と田部川に面している地域では最大 2m
５－３ 下岡枝地区南部（図４）

の予測になっている。

下岡枝地区南部は木屋川と田部川の合流点付
近に位置する。標高は 12~16m であり，北西か

５－４ 下岡枝地区北部（図５）

ら南東に向かって緩やかに標高を減じている。

対象地区４は，木屋川と歌野川の合流点付近

当地域には，氾濫原の他，旧河道や自然堤防も

に位置する。標高は 16~18m であり，今回の対

見られる。また，南東の堤防は霞堤となってい

象地域の中で最も標高が高い。
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ヒアリング調査からは，木屋川の堤防が決壊

下に，地点別に特徴を述べる。

したり越堤したりして水が堤防内に流入すると
いうことはなかったものの，歌野川から水が流

６－１ 田部地区西部（図２）

入したということが明らかとなった。さらに，

田部地区西部では，
想定を上回る雨量のため，

平成 22 年７月豪雨において最も深くなってい

各所に見られる側溝から水があふれだした内水

る地点での湛水深は，100cm となっている。

氾濫であると考えられる。1975 年国土地理院撮

ハザードマップを見ると，最大 1m の予測に

影の空中写真と現在の空中写真を比較すると，

なっている。

田部地区西部の上流地域一帯が水田から住宅地
やスーパーマーケットに変化していることが分

６，考察

かる（図６，◯で示す）
。このことにより，豪雨

対象地域の４地点ともに共通しているのは，

時に上流にあった水田によって貯水をすること

地形分類図と湛水範囲を比較した際に，氾濫原

ができず，田部地区西部の側溝に流れ込んだ結

において被害が見られるということである。以

果氾濫したと考えられる。側溝からあふれだし
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た水は，南から北へと流れていった。これは，

湛水深分布と地形との対応が明瞭であるといえ

等高線の分布からも分かる通り，地形の傾斜方

る。

向と対応しているといえる。

図３B と図３C を比較すると，本地域の特に

図２B と図２C を比較すると，本地域におい

南側において，ハザードマップの浸水予測範囲

ては，ハザードマップの予測と実際の湛水範囲

と実際の湛水範囲とが重なっていないことから，

とが重なっていないことから，ハザードマップ

ハザードマップが十分に機能したとは言い難い。

が十分に機能したとは言い難い。
６－３ 下岡枝地区南部（図４）
６－２ 田部地区東部（図３）

下岡枝地区南部において，計測地点中最も湛
水深が大きかった 172cm の地点は，対象地域

田部地区東部において，計測地点中最も湛水
深が大きかった 130cm の地点は，凹地の中で

内で相対的に標高が低い地点であり，必然的に

も最も標高が低い地点である。この地点を中心

水が集まってきたと考えられる。この地点から

として湛水深線が円を描くことから，この地点

さらに南東方向へ標高が低くなることから，湛

へ周辺から水が集まったと考えられる。図３A

水深はさらに大きくなると考えられる。下岡枝

と図３B を比較すると，標高 14m の等高線と，

地区南部の南東部は，木屋川と田部川の合流点

湛水深 40cm との範囲がおおむね一致しており， となっている。この合流点付近の堤防は霞堤と
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なっており，豪雨によって行き場を失った木屋

がおおむね一致しており，湛水範囲と地形との

川と田部川の水が，霞堤より堤防内へと流入し

対応が明瞭である。木屋川の支流，歌野川は，

たと考えられる。図４A と図４B を比較すると，

左岸（北側）が右岸（南側）より堤防が数十 cm

標高 14m の等高線と，湛水範囲がおおむね一

低い。平成 22 年７月に発生した洪水で，湛水

致しており，湛水範囲と地形との対応が明瞭で

範囲より上流において歌野川が氾濫した記録は

ある。下岡枝地区南部の南西部は，標高と湛水

ないことから，下岡枝地区北部における氾濫に

深との対応が見られず，湛水深が大きいように

は木屋川の水が影響していると考えられる。行

見えるが，図４A と図４B を比較すると，付近

き場を失った木屋川本流の水が，相対的に水量

には旧河道が示されている。このことから，氾

の少ない歌野川へと逆流し，堤防の低い左岸側

濫原だけでなく，旧河道上も洪水時における浸

からあふれ被害が生じたと考えられる（図７）
。

水の可能性が高いといえる。下岡枝地区南部の

図５B と図５C を比較すると，本地域におい

北東部は，湛水被害がない。図４A を見ると，

ては，ハザードマップの予測と実際の湛水範囲

自然堤防が示されている。このことから，自然
堤防上は，洪水時に浸水しにくく，地形との対
応が明瞭であった。
図４B と図４C を比較すると，本地域におい
ては，ハザードマップの予測と実際の湛水範囲
が多くの地点で一致している。また，湛水深も
調査が及んだ範囲においては，おおむね一致し
ている。下岡枝地区南部においては，ハザード
マップが機能したといえる。
６－４ 下岡枝地区北部（図５）
下岡枝地区北部において，図５A と図５B を
比較すると，標高 17m の等高線と，湛水範囲
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が多くの地点で一致している。しかしながら湛
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