
長崎県地学会誌 39040号 (1984)

1.そ の 夜 (発端)

例年だと, 7月 20日 前後には梅雨も上 り,地

学専攻生を連れて野外地質実習に出かけること

にしている。しかし,昭和57年度は,ま だ附属

中学校長を兼務していたため,中学校の学期末

の学校行事を終えてから,五島の福江島に出か

けることにしていた。

20日 に終業式,21日 に教官会議と研究全体会

を済ませたが,23日 には午後 2時から,数名の

生徒と父兄を学校に呼んで,校長室で生徒指導

を行った。私にとって,「校長説諭」なるものの

経験に乏しくぅ夕方大学の研究室に戻っても何

んとも気が重 く,全 く仕事が手につかない。結

局,雨脚も強 くなる気配でもあるし,いつもよ

り早目に大学の門を出た。

文教町の純心高校の前をすぎる頃には,雷鳴

も加わって,雨が一段 とはげしくなる。「今年の

梅雨も,い よいよこれで明けるんだろう」と考

えながら車を進めるが,大粒の雨は容赦なくフ

ロントガラスをたたきつける。それでも,浦上

水源地のわきの坂道も何事もなく登り,女の都

団地の自宅に戻ってきた。

夕食をすませた後も相変らず雨音はおとろえ

ない。雨も強いし,今日は汗もかいていないか

らということで,風呂を沸かすのをやめた。こ

れが大失敗であり,こ のあと数日続いた断水中

に, トインの流し水に頗る不自由する原因をつ

くった。

2.水害情報の放送

夜半近 くなって,テ レビやラジオは刻々と気

象情報や大雨による被害状況を流し始める。と

くに,西彼杵半島の長浦岳では,19時 までの時

長崎豪雨災害調査に明け暮れた日々

鎌 田 泰 彦 (長崎大学教育学部地学教室)

間雨量が153ミ リ,20時 までに118ミ リを記録し

たことが伝えられる。11時半をすぎる頃からは,

ラジオの被害情報が次第に深刻なものになって

くる。夜半すぎまでにNHKラ ジオ第 1放送は

次の様な情報を流していた。 (一部)

0長崎市内の中島川や浦上川,多良見町化屋

名の丸尾川が氾濫しています。

・諫早市内を流れる本明川が,警戒水位の 3

メー トル24セ ンチを越えて, 4メ ー トル18

センチになり,危険になったので,川ぞい

の低い土地の住民が避難しています。

0長崎市の中心街は水に浸かり,人の通行が

できなくなり,浜屋デパー トには138人が避

ン 難しています。       =
0式見ダムが満水状態になっているので,い

つ警戒水位を越えて避難勧告 0避難命令が

出るか分らない状況になっております。

・電話が大変混雑しているので全 く通じませ

ん。電報電話局では,余 り急がない電話は

避けてほしいと言っていますので, トラン

ジスターラジオを是非用意して,情報の確

認をして頂きたいと思います。

0池 島炭鉱のボタ山が くずれ,生 き埋めに

なった人がいる模様です。(こ れは後から誤

報であったと訂正された。)

・長崎市内では,午後11時現在,99,000世帯

が断水しております。

0新大工町の玉屋デパー トには,県営バス19

時40分発,ニ ュータウン経由諫早行きの乗

客20名 と乗務員 1名が,全員無事 6階の食

堂に収容され,食事 と毛布の準備をしてい

ます。
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・小江原町大平バス停近 くの広川さんの家が

たおれ, 3名 が生き埋めになり,近 くの警

察学校から20名が救出に向っています。

・鳴滝町の県立短大付近で,お よそ10人が流

され,消防団が救出に向いました。

・佐世保の自衛隊第16連隊が長崎市内に出動

し,滑石 0岩屋地区で,12世帯23人 を救助

しています。

0九州電力の調べによりますと,長崎県内で

は,長崎市 を中心に71,900世帯,全体の

12.9%が停電しています。

・県警察本部では,午前 0時半にまとめた所

では,死亡した人13人,行方不明41人,生

き埋めになった人161人,孤立した人99人 と

なっております。

3.長崎大学附属中学校の被害

翌朝,車で出かけるのを断念し,徒歩でまず

附属中学校に向う。昨夜は,何事もなく通った

女の都入回や,浦上水源池付近では, 3ヵ 所で

大きな崖 くずれがあり,道路幅の半分以上が埋

まっていた。バイパス入日のガード下では,大

きな水溜 りができて, 3台 の乗用車が水没して

いた。

附中では,昨夜から家に帰れなかった教職員

が 7人 もいたが,道路にあるれ出た水を逃れて

避難してきた30人程の人達の応待につとめたと

いう。早速校舎内を見回ると,屋上にたまった

水が充分はけなかったため, 4階の教官研究室

前の廊下が水浸しになっている。朝から馳けつ

けた先生達と,ま ず水すくいを始める。これが

済む、と,体育館のステージの下の,半地下の倉

庫も水没したので,消火用ポンプも動員し, 2

時間程かかって排水作業をした。

附属中学校に通う生徒は,長崎市内はもとよ

り,郊外の長与 0時津町や諫早市からもきてい

る。そのため自宅の被害状況の掌握はすぐには

とれなかった。しかし,最終的には,人災とし

ては,三川町の上砂崩れで,母親と姉を同時に

失った女子生徒があった。また,家屋関係では,

教官分を含めて全壊 2人,半壊 3人,床上浸水

12人,店舗の浸水 5人の家庭が被害を受けた。

9月 の 2学期になって,育友会 (PTA)が
会長名でこれらの罹災者へ義捐金を募った所 ,

57万余円が集まった。学校側とも協議して, こ

れらの募金を,家族の死亡 と,家屋被害の最も

甚しかった 6名 の生徒と教官の家庭に贈呈する

ことができた。

4。 災害調査の開始

集中豪雨の翌々日,25日 の朝,こ の長崎水害

を扱った新聞を買い込むため,浦上駅まで出か

けた。駅の近所も軒なみに浸水による被害を受

けている。日頃から懇意にしている辻地図店に

見舞のため立寄ると,玄関先に置いてある地図

ケースの下半分が水に浸かり,引 き出しは開け

られなくなっている。家の外壁には,地面から

lm半以上の高さの所に,は っきりと水位の跡

が残されている。この未曽有の豪雨災害の実態

調査を決意したのはこの時であつた。

5。 浸水状況調査

26日 の月曜日の朝,大学に集ってきた野外地

質実習参加の学生には,五島行を災害調査に切

換えることを告げ,早速準備に取かかる。主な

準備は,1/2,500の マップのコピーと,浸水状況

調査用の野帳の作成である。また,調査期間は

27～ 30日 の4日 間とし,こ の調査の参加をもっ

て野外実習の単位に振 り替えることも学生に説

明した。

災害調査で,最初に手がけたのは,浦上川と

中島川流域の冠水状況についてである。教養部

の松岡数充助教授 と,教育学部の近藤寛助手に

も御協力を願い,学生を含めて 3班を編成した。

A班 班長 :鎌田泰彦

班員 :松本弘子 島本美奈子 扇 要子
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B班 班長 :松岡数充

班員 :大瀬富好 末田岡J史

C班 班長 :近藤 寛

班員 :東 浩志 金子圭一

長崎市街地の冠水地域の浸水状況は,浦上川・

中島川流域の外には,八郎川 。鹿尾川 0戸町川

などについても行った。この調査に当って,基

本的には次の事項について記録することにした。

l.浸水水位は,家や店の前の側濤天頂 (上

面)を基準とし,最高水位を示す痕跡まで

の高さを測定する (こ れが後に長崎大学方

式とよばれる様になったものである)。

2.最高水位になった時刻や流れの方向など,

参考になる話を聞きとる。

3。 堆積物の著しい所では,その厚さを測 り,

サンプルを採取する。

(1)浦上川流域

27日 lJA/1の 朝,大学に集合した後,大学の南側

の土木事務所から浦上電話局にかけての三角地

帯の浸水状況を,全員で見て廻る。OKボディ

通 りに面した「川広寿司」でまず聞き取 りを始

める。店の内外の浸水の跡を確めたり,主人に

あの晩の話を聞いている中に,大よその調査の

要領をつかみとることができた。一まわりした

所で,大橋公民館前で予定していた 3班に分れ,

それぞれの調査地域に向った。

A班は,純心高校から浦上川ぞいに岩屋橋ま

で下 り,更に原爆中心地まで足を延ばす。最も

強烈な印象を受けたのは,本原橋 と本大橋 との

中間にある鉄橋のそばの右岸の道路上に,う ず

たかく重なり合った建材の山と砂泥の堆積であ

る。聞くと,川平から流されてきた本材や家財

道具がこの橋に引っかかり,濁流が浴れて,岩

屋橋の本通りに向って流れ出た時にたまったもの

だという。さらに,岩屋橋の先の薬屋さんの

話では,家の裏を流れるミユ ||の水位が上るのを見守

っていた所,い きなり表通りから水が流れ込んで

きて,店内も座敷もすっかり水浸しになったとい

つ。

B班が調査に入った浜口町では,電停裏の駐

車場のブロック塀が水圧で押し倒され,水は一

気に三菱アパー トに向って流れた形跡があった。

岩川町から目覚町にかけては,殆んどの家が床

上浸水であり,浦上駅の巡査派出所裏の地盤の

低い所では,最高水位が 2mを超えていた。浸

水家屋のあと片付けをしている人達に,被災し

た時の模様を尋ねると,仕事の手を体めて親切

に説明してくれたのは意外であった。また,あ

べこべに「御苦労様です」とまで言われる始末

であった。水かさが最高になったのは,満潮時

の10時30分頃であったという。これは,翌 日の

中島川流域の調査でもよく聞かされた。

C班は,岩屋橋から西側の三芳 。江里 0油木

町から城山方面に入 り:浦上駅付近まで調査し

た。茂里町や竹の久保町の被害が大きく, 2 rll

以上の冠水個所がみられた。この地域では,水

位の上昇するのが非常に早 く,気づいた時はも

う手遅れだったということである。

(2)中島川流域

2日 目の28日 因は,中島川流域の浸水調査を

行うため,大学前から電車で現地に向った。

A班は,中央橋～思案橋間の春雨通 りから下

流域を受持つた。思案橋では,銅座川の暗渠の

蓋が押し上げられ,鋪装のアスファル トがまく

れ上っている。ぱっくりと口を開いた路面の亀

裂から川底がのぞいてみたが,流れはうその様

に少い。思案橋駐車場の人の話では, ここで暗

渠の水が噴き上げられ,猛烈な勢いで銅座の方

に流れ込んだという。銅座から新地にかけては,

浸水水位は 1～ 2mの範囲となり,一回ぎょう

ざの「雲龍亭」では,こ の一帯の最高の2.08m

の高さがあった。銅座でも最も水位の高かった

のは満潮時の10時35分頃だったという話を何度

も聞かされた。銅座市場の入口付近の道路上は

ごみの山で足の踏み場もなく,悪臭もたちこめ

ていた。出島のオランダ商館跡まで行 くと,殆
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んど浸水した形跡がないのには不思議に感じた

が,地盤のわずかな高低によって浸水被害の程

度が変るのである。

B班は,眼鏡橋から上流地域の新大工町まで

調査する。中島川にかかった石橋群が殆んど崩

壊している姿は無残なものであつた。この地域

で浸水の水位が高いのは左岸側である。水位が

最高になったのが 9時頃であるが,石橋群が壊

れた後は,次第に水位が下ったという。

C班は,眼鏡橋から中央橋までの中島川の両

岸域を調査したが,市内でも最も商店街の密集

した繁華街であり,商品の被害が甚大であった。

岡政デパー ト前の観光通 りの暗渠がすっかり露

出し,水圧のすさまじさを見せつけられる。浸

水した水位は左岸の浜町寄りに大きく, とくに

寺町通 りの裏を流れるシシトキ川ぞいが最も水

位が高かった。

6。 浦上川上流部河岸被害調査

7月 29日 l■l,全員で浦上川をさかのぼり,河

岸の被害状況を調査することにする。文教マン

ション裏から西浦上小学校までの間の河岸ぞい

に歩 くと,両岸の石垣が至る所で欠壊している。

護岸の石垣の崩れの大きい部分は,殆んどが段

丘礫層の上に間知石を積んだ所である。岩盤の

上に直接石を積んだ所では,比較的被害を受け

ていないのとは対照的である。

西浦上小学校は,校舎も外庭 も著しい被害を

受けていたのは痛々しい。校庭には,大きな転

石が斜めに横切って運びこまれ,突堤の様な列

を作っている。強い日ざしの中で,救援に馳け

つけた市の教職員や高校生が,泥にまみれた教

室内の机や椅子を外に運び出している。教室内

に入ってみると,黒板には,床から1.28mの所

に明瞭な最高水位の跡が残されている。校舎内

は,廊下も教室も,床は褐色の土砂で覆われて

いる。

川平の筒水平では,土石流のはげしかった災

害地を対岸から遠望するのに止めたが,自 衛隊

が行方不明者の捜索を今もなお続けていた。浦

上川の川底のよどみには,ピ ンク色をした豚が

あおむけになって死んでいた。

川平小学校から先の,三宝橋付近の水田は,

浦上川より浴れ出た土石によって埋まり,殆ん

ど壊滅状態である。犬継の教会下のバス停留所

の近 くでは,原田鉄工所の裏山から土石流が下

り,県道は土砂で埋っている。また,バイパス

をへだてて反対側の谷では,帆場岳の谷を走っ

た土石流によって,水田がすっかり転石で覆わ

れているのが望まれた。

7。 西彼杵半島国道206号線

野外地質実習を振 り替えた災害調査の最終日

の30日 0は ,10時から長崎大学災害調査団 (団

長,工学部伊勢田哲也教授 ;副団長,教育学部鎌

田泰彦)の第 1回の合同会議が,工学部の土木

工学科会議室で行われ,実習生も列席する。長

崎大学が今回の長崎豪雨災害に対して行う総合

的な調査の目的として,「災害の原因等について

学術的に調査し,今後の防災の一助にする」と

いうことにし,現地調査には各班がそれぞれ 1

週間,解析・検討には約 1か月かけることを申

し合わせる。

地盤災害は東長崎や飯盛町の補伽地区などで

著しいということは,早 くから情報が入ってい

たが,交通規制がしかれているため,車で現地

入りすることは困難であった。そこでこの日の

午後は,大村湾の西岸ぞいの国道206号線の,主

として西彼杵変成岩類地帯の地盤災害を調べる

ことにし,2台 の乗用車に分乗して琴海町に

向った。

村松郷の大石では,約 50mに わたって道路方

向の亀裂が生じ, step fault(階 段状断層)の様

に 4段に落ち込み,落差は総計で2.25mに も及

んでいる。この場所は,昭和44年 6月 28日 ～ 7

月 1日 の西日本梅雨前線豪雨 (降雨量は長崎294
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Inm,雲仙岳4921nmで ,長崎市滑石団地内では29日

午前11時15分に斜面崩壊が発生し, 4名 が生埋

めとなり, 3名 が死亡した)に よって,道路面

に亀裂を生じ,路肩下の石垣基部に地すべり性

の押し出しを生じた所である。

戸根の直線道路の北側の田圃にも土石が流入

したり,畦がえぐられた所も見受けられる。長

浦郷手崎の「フランス亭」の先では,道路の崖

が崩落している。崖に露出する黒色片岩は真東

に40°位傾斜しているため,典型的な「流れ盤」

的崩壊であり, この崩れのため新たな片理面が

露出した訳である。全 く同じ状態が西彼町鳥加

の南にもあり, ここでも斜面の方向と黒色片岩

の走向とが一致し,約 60°傾斜した片理面にそっ

て,お よそ2mも の厚さの岩盤がすべり落ちて

いるのが見られた。

8。 そ の 後

野外地質実習の学生諸君と,猛暑と悪臭 とほ

こりの中を歩き廻つた4日 間であったが,こ の

大災害のごく一部をかいま見たにすぎない。 8

月 1日 の日曜日に休養をとると,再び翌 2日 か

ら,長崎南部の戸町地域や東部の八郎川流域に

おいて,第 2週目の調査を始めた。この時は,

教員採用試験のために五島の実習を断念してい

た 4年の宮崎義生君が加わった。

また, 8月 中旬以降は,地質ゼミ4年の村川

勝彦 0月 川英昭の両君も現地調査に協力してく

れた。とくに村川君は,卒論研究のテーマが,

すでに「多良岳の火山地形発達史」に決まって

いたものを急檬変更して,「八郎川の豪雨災害時

の侵食・運搬・堆積作用の研究」として調査を

開始した。

終 りに,こ の災害調査に献身的に御協力を頂

いた松岡・近藤両先生や地学専攻生をはじめ,

長崎大学工学部土木工学科の諸先生と,航空写

真 0地図類を心よく提供して下さったアジア航

測,太洋技術開発などの関係各位に厚 く謝意を

表するものである。

最後に,本災害調査に参加した学生諸君のレ

ポー トの, じめくくりとして書かれた「感想」

を掲載する。一読されて,こ の未曽有の大災害

に出会って, じかに被災状況の調査に当った 4

日間の強烈な印象に触れて頂きたいものと思う。

〔感想文〕

松本弘子 (中学校課程理科専攻)

チャンスと言ったら被災者の人には悪いけれ

ど,や はり私にとってはチャンスだった。こん

な大きな水害は;そ うそうあるものではない。

その災害状況を断片だけでも見て回れたことは,

やつぱり意義があった。

くずれている所は,や はりくずれるべ くして

くずれているように私には思える。自然の理に

かなっている。ただ,そ こには家があったら災

害になり,問題 となる。山がくずれていったり,

河岸が侵食されたり,土砂が運ばれたりする。

これは自然の侵食・堆積作用の一部だと思う。

普通,その進み方が遅いから,私達は気づかな

いだけで,自 然の理にさからって家を建てたり

してしまう。私達は自然を支配していると思い

がちだが,自然という大きなものの中にいるの

だから,そ のことをよく理解して,自 然にそう

ような生活をしないといけないと思った。

島本美奈子 (中学校課程理科専攻)

今回の水害で被害を受けたのは,ご く一部の

地域だけだと思っていたら,長崎県の広い範囲

で冠水・崖 くずれ 0山 くずれ 0道路の陥没など

が起こったという。私にとっては,も ちろん長

崎市民にとっても初めての経験である。この

めったにない天災を調査できたということは,

ある意味で幸運であったというか,一生忘れら
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れないものになると思う。

7月 23日 の夜,中島川から水があふれて家の

前の道路が川になった時,ど うしてもっと高い

所に家を建てなかったのかと思ったりもした。

しかし,冠水による被害よりも,山 くずれやてっ

ぽう水による被害が,よ り大きく悲惨なもので

あったということがよくわかつた。

長崎は地形からいっても,た しかに水害には

弱そうである。今まで何事もなかったほうが不

思議だという気がする。

扇 要子 (小学校課程理科選修 )

4日 間の災害調査を通して,自 然の力の大き

さ,ま た災害原因の複雑さ,人のもろさを考え

させられた。私達はたぶん,自然がおだやかで

あることがあたり前のように,何 も考えること

なく生活している。「ころばぬ先のつえ」と言う

が,本当にむずかしいことだと思う。23日 は洪

水警報が出されていたのである。にもかかわら

ず,多 くの人は「まさか」と思っていただろう。

まして,家をたてる時に,敷地の地質まで注意

を払う人がどのくらいいるだろうか。一方的に

非難することはできない。私もたぶん,こ ろん

だあとにしか杖を用意しないと思う。

こういう自然災害はまだ他にもおこりうる。

関東地方の地震も,も うずいぶん前から危険性

が発表されているようだが,事前の準備はなさ

れているのだろうか ?例をあげていくと,き り

がないようである。人工の力を過信してはいけ

ないと思う。

雨の中で車は流され,家はつぶされ,道路は

遮断,都市の機能がたった 1日 の雨のためにス

トップした。文明というと少し大げさだが,発

達すればするほど,自 然に対する細やかな配慮

が必要なのではないだろうか。

東 浩志 (小学校課程理科選修 )

27,28日 に行つた冠水地域の調査が一番印象

に残った。自分の家は,わ りと高かったから,

集中豪雨の夜はなにも知らずに寝ていたが,あ

の惨状を目にしてなにかすまないような気がし

た。矢上や鳴滝はあれよりもまだひどいのだか

ら,ち ょっと信じられない。TVで見た限りで

も,大きな川の底を見ているような気がした。

一日も早 く復旧してもらいたい。

ところで,わが故郷の大分県の宇佐も,そ の

昔大洪水にみまわれたことがある。寄藻川 (よ

りもがわ)が氾濫し,堤防は欠壊し, lm程冠

水したそうである。それ以後は,何もないが,

長崎のようにまたいつ集中豪雨がふるかわから

ない。天災は忘れたころにやってくるのだから。

大瀬富好 (小学校課程理科選修)

野外実習を終わって思うことは,三度とこの

ような大水害を起こしてはならない・ということ

です。ニュースで,小学校 1年生の少女が一人

だけ助けられ,家族全員が土砂にのまれて死ん

だことを伝えていた。大雨は自然現象だからど

うにもならないけども,大雨が来ても充分にた

えられるような設備を整えてもらいたいし,土

石流やがけくずれが起るような所には,家を建

てたり,道を造らないようにしてもらいたいと

思う。被害調査をしたことが,教師になろうと

思つている私にとって,何 らかの形でために

なったと思います。

金子圭― (小学校課程理科選修)

雨が降ることにより,侵食,運搬,堆積がな

され,その過程にそれをさえぎる物 (家屋,橋 )

があれば,影響 (被害)を受けざるをえない。

また埋積も法則にのっとり実行される。現代は
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その法則にある程度手を加え,侵食を防いだ り,

運搬する方向を変えた り,堆積する場所を決め

た りして,強制 している。今回の場合は記録的

な豪雨,そ の他の要因でそうはいかなかった。

自然の力のすさまじさを見せつけられ,天災

は人災でもあるといえるが,それだけでは片付

けられない。今回の大水害で,だれ もがいろん

な反省点,問題点を見いだしたろうが,私にし

てみれば,自 分の住む所だけは安全を確かめて

おこうと感 じた。

宮崎義生 (小学校課程理科選修 )

思いつ くまま,ラ ンダムに並べてみました。

1)暑 さには耐えきれたが,悪臭はちょっと苦手

である。自分の体力から見て,4日 間位でちょ

うどよかった。

2)地質学者はすべて健脚だ。おそれ入ってし

まった。

3)車は,こ うも水に浮 きやすいものだとは知

らなかった。

4)長崎は坂の街だから,降った雨はすべて海

へ流れこむといった安心感があったようだ。

しかし,こ うぃったことも,時間雨量 10011ullを

こす雨には元 も子 もない。ある人の計算では,

中島川 も70～ 80nln1/h位 の雨 にしか耐 えられ

ないそうである。

5)復旧作業について感 じたこと。

・ガス会社…仕事が速い。他の県にも応援を

求む積極的。広報活動good。

・ 市・ 県職員…きつそうだ。

0自衛隊 0警察…頭が下がる。 とくに自衛隊

には感謝 したい。

・水道局…復旧作業の障害。 5:00に 仕事を

やめるのは,ま じに頭にくる。NHKと

並ぶ殿様商売。その くせ水道代は日本一

高い。

・市役所 0県庁の屋上にヘ リポー トがあれば

と思う。救援物資がきでも,運べない地

域はいくらでもある。

6)非常事態における災害放送について

。NBC… 大変 よかったと思う。長崎 3局 の

中でスター トが一番早かった。緊迫 した

様子で報道 してくれた。気になっていた

採用試験の延期を知 らせて くれたのもこ

こだった。

OKTN… 放送局の規模からして,ま たラジ

オ電波 ももつていないし,あ まり多 くは

期待 してなかったが,や はり……

ONHK… 放送 自体に緊迫感が全然ない。普

通のローカルニュースと全然変化なし。

TVの画像 も生々しいものが少ない。災

害地に近づこうとしない。 日本で唯一の

公営放送局でありながら,今回の活動は

不評をかうだろう。

7)1世 紀か 2世紀に 1度の水害で,ま た,自

分が生 きている間にそれを経験 し,さ らに大

学に在籍中にこれを調査できることは,本当

に (調査できたという意味で)い いめぐりあ

わせだつたと思う。 また,卒論研究 もこれに

決 まり,気象 0地質の両側面から自分な りに

仕事ができたことは,大変意義あることだっ

たと思いました。

一-92-一



鎌 田 泰 彦 :長崎豪雨災害調査に明け暮れた日々

|.浦上川の本大橋の上手には,川 べりの道

路上に川平方面から流されてきた建材や家

具の山で埋められた。

3.浦上川のほとりに建つ西浦上小学校の構

内に濁流が流れこみ,校庭には長い転石の

「礫堤」がつ くられた.

図 版 Ⅲ

2.長崎市の中心街の思案橋では,暗 きょの

水が路面の厚い鉄の、ヽ、たやアスファル トを

吹き飛ばして噴きだした。

4.浦上川か ら浦上水源地に入 る取水 目も,

上流か ら運ばれた多量の転石 によりす夜に

してハ、さがって しまった .

6.琴海町戸根でも,国道206号線の路肩部分

が路面 をオTバーフロー した流れで壊れ ,

付近の田圃 も土砂で埋め られた .

5.琴海町大石の国道206号線では,

mに わたって階段断層状に陥没 し,

能になった (迂回路あり).

延長約50

通行不
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