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1。 災害調査報告書

1982年 7月 の長崎大水害調査速報 建設省建築研究所 (1982年 8月 9日 )

1.長崎市の住宅地形成の概要と被災地区の位置づ  2.山 崩れ,土石流による被害  |
け                       3.都 市機能の被害と復旧

昭和57年 7月 長崎豪雨に伴う被害実態調査報告書 建設省九州地方建設局河川部河川計画課

(昭和 58年 3月 )

まえがき

1.調査概要

2.長崎市の地域概況

3.長崎豪雨の水理・水文特性

4.災害の全体状況

昭和 57年梅雨前線 0台風 による地 すべ り災害 (長崎県・ 熊本県 0奈良県)現地調査報告書 建設

省 傾斜地保全課 0土木研究所

1.昭和57年 7月 23日 から25日 にかけての梅雨前線   3。 1 気象概況

による長崎県の大雨                3.2 地すべ りの概要

1.1 気象概況                 3.3 地すべ りの経緯

1.2 地形・地質概要              3。 4 地形概要

1。 3 災害現地調査               3.5 地質概要

2.昭和57年 7月 23日 から25日 にかけての梅雨前線   3。 6 ボー リングによる地質調査結果

による熊本県の大雨                3。 7 すべ り面の位置

2。 1 気象概況                 3.8 地すべ り発生機構

2.2 地形・地質概要             4.降 雨 と地すべ りの発生

2。 3 災害現地調査              5。 地すべ りのタイプについて

3。 昭和57年 8月 台風10号 により発生した奈良県和  あとがき

田地すべ り                   参考文献

1982年 7月 豪雨 (57。 7豪雨)に よる長崎地区災害調査報告 科学技術庁 国立防災科学技術セ

ンター 主要災害調査 第 21号  (昭和 59年 3月 )

1。 序  言                   7。 防災活動

2.災害の概要                  8。 自動車・ ライフラインに関して

3.気象概況                   9。 まとめと提言

4.長崎周辺の過去の降雨災害          あとがき

5.土砂災害                  引用文献

6.洪水はんらん

昭和 57年 7月 長崎豪雨災害 に関す る緊急研 究報告書 科学技術庁研究調整局 (昭和 59年 3月 )

I 研究計画の概要                 5.研 究推進委員会

1.研究の趣旨                Ⅱ 研究成果の概要

2。 研究の概要                  1.総   括

3.研究の分担及び経費              2.研 究項目別研究成果の概要

4.研究年次計画                Ⅲ 研究の波及効果及び問題点
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5。 土砂流出の実態

6。 家屋の構造および破壊状況   ｀

7.避難実施状況について

8。 都市化の変遷 と災害

9。 総合検討



1.研究の位置づけ及び波及効果          1.土 砂災害に関する調査研究

2.今後の問題点                 2.土 砂災害防止手法に関する調査研究

IV 研究報告

昭和58年版 防災白書 国土庁 (昭和58年 6月 15日 )

第 4章 昭和57年長崎豪雨災害の状況と豪雨災害対   4-2 昭和57年長崎豪雨災害の状況

策の推進                   4-3 昭和57年長崎豪雨災害対策の状況

4-1 豪雨災害の状況             4-4 豪雨災害対策の今後の課題

昭和57年 7月 豪雨調査報告 気象庁 福岡管区気象台 気象庁技術報告 第105号
｀
(昭和59年 3

月)

英文アブストラクト              第 4章 災害の状況

第 1章 概  要                第 5章 警戒状況

第 2章 総観解析                第 6章 予報作業,防災上の問題点

第 3章 集中豪雨の局地解析 。および山 (が け)崩  第 7章 気象資料

れ・出水状況               付 録 災害写真

昭和57年 7月 23日 から25日 にかけての梅雨前線による長崎県の大雨 (昭和57年 7月 豪雨)災 害時

気象速報 長崎海洋気象台 災害時自然現象報告書 1982年第 1号  (昭和57年 7月 30日 )

1。 気象概況                   3。 図 表 類

2.現象 0災害の特徴

7。 23長崎大水害の記録 長崎県 (昭和59年 3月 30日 )

第 1部 大水害の概要              第 7部 市町村の被害と活動状況

第 2部 被害状況                第 8部 災害に強い県土の建設を目指して

第 3部 災害応急対策              参考資料

第 4部 義援金及び救援物質            〔特別寄稿〕

第 5部 災害復旧                  7。 23長崎大水害を顧 りみて

第 6部 議会活動

7.23長崎大水害 長崎県土本部 (昭和58年 1月 15日 )

第 1編 長崎の自然環境             河川局砂防部)

第 2編 気象と災害情報               1.土 石流とは

第 3編 市民生活の被害と復旧            2.土 石流の発生・流下・堆積実態

第 4編 都市施設の被害と復旧            3.土 石流の発生と降雨

第 5編 公共土木施設の被害と復旧          4。 土石流対策の基本的考え方

第 6編 土石流等の被害とその対策         5。 土石流対策の効果

特別寄稿「土石流の実態と対策」池谷 浩 (建設省  第 5編 救援活動

中島川 0浦上川浸水実績図 S=1:6000 長崎県土本部 (1983)

57.7。 23長崎大水害におけるが け崩れについて 長崎県土木事務所  (昭和 58年 10月 )        |
まえがき                    Ⅱ 長崎水害の被害の概要                |
I 長崎県の自然概要              Ⅲ 長崎土木事務所管内におけるがけ崩れ災害につ      :
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いて 4.坂本地区

1。 がけ崩れ現地調査 5.籠町地区

2。 がけ崩れ調査の結果及び考察 6.昭和地区

3.応急工事 7.堀切地区

4.が け崩れ発生 と緊急急傾斜事業の対応      8。 川内地区
・

5。 がけ崩れ発生 と緊急急傾斜事業対応の経過    9.嬉 里地区

Ⅳ これまでの急傾斜地帯事業について       10。 大崎地区

V 緊急急傾斜地崩壊対策工事の施工例       11。 北陽地区

1.船石(3)地区 VI 今後の課題

2。 平間(3)地区 VII あとがき

3.平間(5)地区

昭和 57年 7月 長崎豪雨災害調査報告書 長崎県農林部 (昭和 58年 1月 )

まえがき 4.豪雨 と山地荒廃の概況……………秋谷 孝一

緒  言……………………………………山口伊左夫  第H章 昭和57年 7月 23日 豪雨の実態 と解析

第 I章 気象,地質,地形,土壌,森林,土地利用    ………………………………………山口伊佐夫

と山地崩壊 との関係………………竹下 敬司   1.豪 雨測定結果の整理 と解析

1.誘因と素因の概況               2.当 地方の降雨特性に対する昭和57年 7月 23日

2。 誘因 。素因と崩壊 との関係           豪雨の位置づけ

3。 長崎市における土地利用 (都市・農地・森林)  3。 各流域におけるサイドログラフの測定と各災

分布の歴史的経過 と現状……………山口伊佐夫    害地域 との照合

7.23長崎大水害農林災害の記録 長崎県農林部 (昭和 58年 3月 )

I 長崎大水害の概要 IV 国等の視察団来県と陳情活動

1.気象状況 V 県農林部の対策

2.災害の概要 1.防災対策 と防災体制

3。 県の対策 2.応急対策

H 農林災害の状況 3.復旧活動

1.農林災害の状況 4.災害復旧のための職員の応援について

2.被災地区のレポー ト Ⅵ 災害復旧に携わつて (災 害対策従事者感想文 )

3。 今次災害の特徴 ⅥI 災害対策日誌

Ⅲ 県農林部の救援活動 ・ ⅥH 今次災害についての学術調査について

1.被害状況の把握 参考資料

2:緊急食糧確保対策 1。 被災地図

3。 その他の緊急対策 2.農林被害市町村別総括表

4。 広報活動 あとがき      '

長崎市 7.23大水害誌 長崎市水害誌編 さん委員会 (日召和 59年 3月 20日 )

第 I章 総  説 第Ⅱ章 大水害の実態

第 1節 水魔直撃 第 1節 大水害はこうしておこる

第 2節 初動の軌跡                第 2節 土砂崩壊

第 3節 災害 と情報               第 3節 河りll氾濫 河り||,E濫は都市機能をまひさ

第 4節 市民生活の基盤回復 水道・電気・ガス・ せる

電話・道路 第 4節 長崎の水害史 歴史の教訓

一-99-一



第Ⅲ章 対  応                  第 3節  7。 23長崎大水害追悼式

第 1節 法的対応                 第 4節 顕  彰

第 2節 組織の対応 長崎市として設置する組織  第Ⅵ章 災害と市予算

第 3節 救助 。救援               第 1節 昭和57年度予算

第Ⅳ章 部門別被害と復旧              第 2節 昭和58年度予算

第 1節 市民生活関係              第Ⅷ章 教訓と防災都市構想

第 2節 交通関係                 第 1節 教訓と反省

第 3節 公共施設                第 2節 防災都市構想    ・

第 4節 文教関係 (付)保育施設        付  録

第 5節 産業関係               写真のページ          ｀

第 6節 そ の 他             資 料 編

第V章 合同葬・追悼式 0顕彰          参考文献・資料

第 1節  7.23長崎大水害合同葬        おわりに

第 2節  7.23長崎大水害消防団合同葬

7。 23長崎豪雨被災復旧状況調査報告書 長崎市都市計画課・国際航業株式会社 (昭和58年 3月 )

1.概  説                   5。 防災上の問題点と今後の都市づくり

2.気象状況                    5。 1 長崎市の地形特性と市街化進行状況

2.1 集中豪雨までの気象状況          5.2 防災上の問題点

2。 2 7。 23豪雨時の気象状況          5。 3 防災都市づくりの方向

2。 3 予警報発令状況と官公署の対応      6。 中心市街地防災対策の検討

3。 被災 。復旧状況                 6.1 中島川及び周辺地区の概観

3。 1 災害発生状況               6.2 治水対策の概要

3.2 主要河川氾濫状況             6.3 長崎防災都市構想策定委員会と石橋群保

3.3 被災状況                   存方策の検討

3.4 都市機能等の復旧状況           6。 4 銅座川治水対策の概要

4。 災害要因の類型化と危険度評価         7.防 災面からみた東長崎地区整備方策の検討

4。 1 災害要因の類型化と抑止対策の検討    7。 1 既定整備計画の検討

4.2 災害類型と危険度評価           7。 2 地区調整方策の検討

4。 3 地区別の特徴             参考文献

昭和57年 土砂災害の実態 土砂災害調査研究会 財団法人 砂防地すべ り技術センター (昭

和58年 5月 )

はじめに                     第 4章 土砂災害の概要

第 1章 土砂災害の概要             第 5章 施設の効果

第 2章 土砂災害をもたらした気象        第 6章 警戒避難体制の実態

第 3章 土砂災害の実態             第 7章  ま と め

昭和57年 7月 豪雨による長崎市周辺の被害調査報告 応用地質調査事務所 OYO社 内資料

(昭和57年 9月 )

1.ま えがき                    3-2 主要河川の概要       ―

2。 気象状況                  4.被 害概況

3.長崎市の地形・地質概要            5.被 害の特徴

3-1 地形 0地質               5-1 河川氾濫と被害
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5-2 斜面崩壊・土石流発生 と被害

6.被害状況

6-1 被害分布

序                 坂上  務

I 豪雨の集中度に関する調査研究

坂上  務,元田雄四郎,早川 誠而 ,

林  静夫,中島暢太郎,後町 幸雄 ,

小島 隆義

Ⅱ 傾斜地における土砂災害の調査研究

1。 長崎豪雨による土砂災害

伊勢田哲也,落合 英俊9棚橋 由彦

2。 長崎豪雨における地盤災害の地質的特性

鎌田 泰彦,近藤  寛,山崎 達雄 ,

松本 径夫,松岡 数充

3.長崎豪雨における崩災概況と森林 竹下 敬司

4。 長崎豪雨に伴う農林災害

坂上  務,元田雄四郎,林

武政 剛弘

5。 長崎豪雨による道路斜面災害

山内 豊聡,巻内 勝彦,林

中島 通夫

6.熊本県内の豪雨による斜面災害

梶原 光久,鈴木 敦己9北園 芳人 ,

荒牧昭二郎

昭和 57年 7月 長崎豪雨による災害の調査報告書

まえがき

1。 概況 (伊勢田)

2.気象 (荒生 )

3.水文・河 )11災害

3。 1 水文現象 としての長崎豪雨 (野口,中村 )

3。 2 長崎市街地の河川氾濫一浦上川 0中島川

(野口,中村9平山,武田)

3.3 八郎川水系の河川災害

6-2 被害実態

7.あ とがき

7.崩壊・土石流 と土砂害危険度評価について

柴田  徹,高橋  保,江頭 進治 ,

沢井 健二,砂坂 善雄

Ⅲ 都市河川における洪水氾濫 と被害の調査研究

1.八郎川の河川災害

吉本 勝弘,武政 剛弘,薦田 広章 ,

一ノ瀬和雄,平野 宗夫

2.浦上川の河川災害

野口 正人,中村 武弘

3。 中島川の洪水氾濫

高橋  保,大久保賢治,中川  一

4.熊本県内の河川災害      下津 昌司

5.橋梁の被害          小西 保則

6。 都市災害           高橋 和雄

Ⅳ 災害情報伝達 と避難行動に関する研究

1.社会工学的視点による長崎水害の問題点と今

後の対応 狩野 素朗

2.水害時の情報伝達と避難行動について

今本 博健

3.昭和57年 7月 豪雨による長崎県の人的被害

岡林 隆敏

長崎大学学術調査団 (昭和57年 11月 )

(古本,武政,薦田,一ノ瀬)

4。 土砂災害

4.1 地質的条件からみた災害の特性

t鎌田,松岡,近藤)

4。 2 斜面崩壊と植生 (伊藤,中西)

4.3 土砂崩壊の実態と降雨特性との関係

(伊勢田,落合,棚橋)

5.道路 (伊勢田9落合,棚橋)

6.橋梁 (小西)

昭和57年 7月 豪雨災害に関する調査研究(長崎を中心 とした豪雨災害)自 然災害特別研究突発災

害成果 No.B-57-3,自 然災害科学総合研究班 (昭和 58年 3月 )

静夫 ,

重徳 ,

総合的な土砂災害対策を考える 一長崎災害を例 として一 第15回砂防学会シンポジウム概要集

砂防学会 (昭和57年 11月 25日 )

長崎災害時の気象状況について (鍋島 泰夫)   森林保全の立場から長崎災害を考える(陶山 正憲)

長崎災害の現況について (小鳥井 清)      地域防災の立場から長崎災害を考える

長崎災害の現象論的側面 (竹下 敬司)       (渡 辺正幸・水山高久)
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7.都市災害 (高橋,岡林)           9。 人的被害・災害情報の伝達 (岡林,高橋)

8。 建築構造物の被害              10.農 地災害 (池永)

(小森,末岡,崎山,福地,蓼原) む す び

昭和59年度公開講座 「豪雨災害と防災」 長崎大学 (昭和59年 6月 )

長崎豪雨の降雨特性         荒生 公雄  土石流発生危険度評価 と予測手法   棚橋 由彦

降雨 と流出             古本 勝弘  集中豪雨と緩斜面の崩壊及びその予知 伊勢田哲也

河川氾濫の予測手法               洪水流による橋の被害について (別冊)ガ 西ヽ 保則

野口 正人 。中村 武弘  長崎豪雨による建物被害 と都市づ くり

九州における豪雨災害        武政 剛弘       末岡 禎佑・蓼原 真一 0`小森 清司

洪水流出によるアビキの変形     富樫 宏由  災害 と交通             高橋 和雄

リモー トセンシングの防災への応用  後藤恵之輔  豪雨災害に対する住民の対応     岡林 隆敏

環境論叢 「198207.23長 崎豪雨災害特集」 長崎総合科学大学環境科学研 究所・ 紀要 NQ 8

(1983年 03月 31日 )

写  真                                      布袋  厚

長崎豪雨災害と都市再生の課題    片寄 俊秀  長崎豪雨災害による建築物の被害 (そ の 1)

激甚被災地域 。東長崎の被災調査 と再生計画                       白砂 剛二

への提言                    長崎豪雨災害による建築物の被害 (そ の 2)

鮫島 和夫・沖元 勝治 。小柳  剛                    宮原 和明

砂本 浩良・四元 勝郎・影山 貴子  長崎豪雨災害 と公共交通 (と くに県営バス)

長崎豪雨災害による都心部の被害   村田 明久             日比野正己・岩本 富一

中島川復興計画           村田 明久  On Nagasaki flood disaster

長崎豪雨災害による城山・浦上地区の浸水被害                    Kinya Kuroda

7.23長崎大水害合同研究発表会資料 (第 1次分)長 崎西高地学部・ 長崎南高地学部・ 長崎北

高地学部 (昭和 58年 2月 6日 )

1.あ らまし     ́            7.扇 町 0文教町 (浦上川中流 )

2。 戸町 203丁 目               8。 西  町

3.新戸町 (鹿尾川上流域)           9.浦 上川中～上流浸水図

4.大  浦            10。 浦  上

5.元船町～宝町                11.水 位 (城山 0浦上地区)

6。 城  山                  12。 調査者一覧

7。 23長崎豪雨災害特集号 ながさき自治研 NQll(1983年 2月 )長崎県地方自治研究センター

巻頭言 7.23長崎豪雨災害     河地 貫す 長崎豪雨災害から一一住民の生命を守った県営バス

災害復興ヘー長崎再生の課題 と展望  片寄 俊秀   労働者        日比野正己・岩本 富一

座談会 7.23長崎豪雨の教訓    記者座談会  治水ダムは防災施設 として有効か   山下 弘文

長崎水害 と市民の自己防衛            あのまち 。このまち一一住民のうごき 0自 治体のう

一一諫早大水害 と比べて      山口 祐造   ごき一―            自治研事務局

座談会 7.23長崎大水害の実相         編集後記

一一住みよい,安全なまちづ くりをめざして
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長崎 0中 島川 と石橋群 その 2 歴史的環境の修復 と防災性の両立を求めて 観光資源調査報告

Vo!.11(昭 和59年 3月 15日 )財 団法人 観光資源保護財団

序 章 中島川と石橋群の再生    西山 夕「三  第 5章 市民による対策の作成と市民合意の形成適

第 1章 長崎豪雨災害1982.7.23の概要と中島川    程

問題の所在                第 6章 行政当局による原案修正過程

第 2章 市民による中島川復興委員会の結成        一眼鏡橋は現地保存へ

第 3章 中島川流域における浸水被害状況     第 7章 今後の課題と展望

第 4章 行政当局による改修案とその問題点

〔参考資料〕

大長崎都市圏総合開発地域 土地分類基本調査 長崎 (5万分の 1)国土調査 長崎県 (1974年

3月 )

総  論                     Ⅲ 土壌図 (松尾 俊彦・小野 末太)

各  論                     Ⅳ 開発関連図

I 地形分類図 (石井 泰義)            1。 防災図 (鎌田 泰彦)

H 表層地質図 (鎌田 泰彦・堀口 承明)      2。 開発規制図 (石井 泰義)

土地条件調査報告書 (長崎地区)建 設省国土地理院 (昭和49年 9月 )

第 1章 土地条件調査の概要           付 編 土地条件調査の利用について

第 2章 長崎地区調査報告

2。 記録 写真 集 及 び体 験 記

7。 23長崎大水害・言己録写真集 もしもあのとき……あなたの生死を分けたものは……

ナガサキ・ フォトサービス (昭和57年 )

7.23長崎大水害 報道写真集 西日本新聞社 (昭和57年 9月 10日 )

魔の三時間―一恐怖のドカ雨              〈八郎川周辺〉

7月 23日 夜……                   〈サ|1平・滑石〉

その後……                   悲しみ…:0・

〈鳴滝・本河内〉                復旧ヘ

〈芭塚・日見〉               長崎再生に向けて          片寄 俊秀

〈中島川〉

写真集 7。 23長崎大水害 -1982- 長崎新聞社 (昭和57年 11月 25日 )

カラー写真                   被害状況一覧

グラビア写真                   私の体験

7月 24日 付長崎新聞               57年 7月 豪雨の気象状況

長崎大水害日誌                 長崎大水害学術調査報告

死亡・行方不明の方  々              あとがき

大水害の教訓と今後の防災対策
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187ミ リの脅威  7.23長崎大水害記録集 -1982- 長崎県長与町 (昭和58年 3月 31日 )

写真集 長崎の母なる川 ―中島川 と石橋群 中島川復興委員会 0日 本 リアリズム写真集団 長

崎支部 (昭和58年 5月 )

長崎大水害体験記 あの とき私は 東長崎中学校 P tt A(昭和59年 3月 10日 )

挨  拶                     体験記 (生徒・職員・ PTA)
学校日誌・被害状況               合同市民葬の弔辞       ・

写 真 集

3。 研 究報告 (執筆者 ABC順 )

荒生公雄・扇 要子 (1983):豪雨防災教育のしおり 1-32.

藤田壽雄・渡辺正幸0久楽勝行・仲野公章 (1982):昭和57年 7月 長崎集中豪雨について (ニ ュ‐ス)

土と基礎 30巻, 9号,96-97,日 絵写真 1-15。

後藤恵之輔 (1983):ラ ンドサット・データによる昭和57年 7月 豪雨災害の調査 長崎大学工学部研

究報告 13巻,21号,225-234.

林 一馬 (1983):眼鏡橋創架の時期とその周辺 ―長崎の水災史と石橋群に関する研究 (上 )一 長

崎総合科学大学紀要 24巻, 2号,187-216.

林 一馬 (1983):同上 (中 ),24巻 , 2号,271-238

林 一馬 (1984):同上 (下の 1)同上,25巻, 1号, 1-36.

伊勢田哲也 (1983):長崎豪雨災害に思うこと 土と基礎 V01.31,No。 9。

伊勢田哲也・落合英俊 0棚橋由彦・サ|1内俊英 (1984):昭和57年長崎豪雨における土石流災害に関す

る一考察 長崎大学工学部研究報告 14巻,22号,59-69。

伊勢田哲也・棚橋由彦 0サ |1内俊英 (1984):数量化理論を用いた土石流災害に関する統計学的考察 長

崎大学工学部研究報告 14巻922号,71-79.

石野 治・白砂剛二・片寄俊秀 0宮原和明・鮫島和夫 0村田明久・ガヽ森清司 0蓼原真一 (1983):'82

長崎豪雨災害調査報告 建築雑誌 Vol.98,No.1202,82-87.

磯部一洋 0巌谷敏光 (1983):57年 7月 長崎豪雨災害 一特に山地崩壊について一 地質ニュース

342号 ; 6-12。

伊藤秀三 (1983):豪雨災害のなかで見たもの 一長崎豪雨災害にみる斜面崩壊地と植生一 グリー

ン・エージ 198303,36-39,グ ラビア, 3。

伊藤秀三 (1984):森林 と豪雨災害 随想 森林 ヽ10,37-39。

岩永忠康 (1984):災害に備えての購買行動等に関する調査 -7.23長崎豪雨災害を体験 して一

地域論叢 ヽ 1,31-44(長崎総合科学大学地域科学研究所 0紀要)

鎌田泰彦・近藤 寛 。松岡数充 (1983):昭和57年 7。 23長崎大水害 (口 絵)地 質ニュース 342

号, 1-4,(写真 1-9).

鎌田泰彦 (1984):昭和57年 7月 長崎豪雨災害の地質的背景 日本応用地学会九州支部会報 ヽ 5,

2-5。

片寄俊秀 (1983):長崎豪雨災害 災害の構造 と都市再生の課題 日本建築学会九州支部研究報告
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25号 , 6 pe

片寄俊秀 (1983):そ の後の長崎にみる都市水害の様相 河川レビュー Vol.12,M4.

片寄俊秀 (1983):都市災害と住宅問題 都市問題研究 35巻, 8号,34-46.

片寄俊秀 (1984):長崎豪雨災害その後 地理 29巻, 6号,29-37。

片寄俊秀 (1984):'82長 崎豪雨災害その後 日本の科学者 Vol.19,M2,17-24.

片寄俊秀・鮫島和夫・村田明久 (1984):長崎豪雨災害に関する都市工学的考察 都市と災害 日本

都市学会年報 Vol.17,103-117.

気象衛星センター (1982):昭 和57年 7月 豪雨気象衛星資料集 (気象衛星センター技術報告別冊 )

56.            ヽ

小森清司 0末岡禎佐・蓼原真一・原田哲夫 0永藤政敏 (1983):7.23長崎集中豪雨による建築構造

物の被害の調査報告 (第 1報 調査概要 と総括)日 本建築学会九州支部研究報告 27号 ,

237--240。

小森清司・末岡禎佐 e蓼原真一・原田哲夫・永藤政敏 (1983):7.23長 崎集中豪雨による建築構造

物の被害の調査報告 (第 2報 浦上水系の被害について)日 本建築学会九州支部研究報告

27号 ,241二 244。

小森清司・末岡禎佐・蓼原真一 。原田哲夫・永藤政敏 (1983):7.23長 崎集中豪雨による建築構造

物の被害の調査報告 (第 3報 中島川水系の被害について)日 本建築学会九州支部研究報告

27号 ,245-248.

松本泰重 (1982):坂 の町 長崎は自然の前にかくも無力だった 週刊読売 '8208015,148-151.

長浜宗政 (1984):昭和57年 7月 23日 の長崎豪雨の解析 電力と気象 VOl.28,43-54。

二宮洸三 (1983):豪雨の数値予報 科学 V01.53,335-337.

日本科学者会議長崎支部災害調査委員会 (1983):長崎豪雨災害の実態と今後の課題 日本の科学者

Vol. 18, No 2, 22--28。

小倉義光 (1983):集 中豪雨とたうまき 科学 V01.53,169-176.

大八木規夫 (1982):昭 和57年 7月 23日 の長崎県下の大雨による災害 防災科学技術 47号, 1

-8.

大八木規夫 (1983):長崎の集中豪雨禍を振 り返って 地理 28巻, 5号 ,78-84。

小山田了三 (1983):長 崎大水害 と石橋群 (上 )(下)橋 梁 1983e l,36-43:橋 梁 198302,

34-41.

高橋和雄 0池田虎彦 0高橋 裕 (1983):昭和57年長崎豪雨による自動車被害 災害の研究 201-

231.

高橋和雄 (1984):長崎水害における自動車被害 予防時報 ヽ136,30-35。

高橋和雄・池田虎彦 (1985):昭和57年 7月 長崎豪雨による自動車の被害と防災対策 土木学会論文

集 353号 ,149-158。

立平良三 (1983):長 崎豪雨 と警報―注意報 0警報のあ り方一 気象 '83年 1月 号 (恥309),8

-11.

棚橋由彦 (1983):昭和57年長崎豪雨による土砂災害について 昭和58年度土木学会西部支部夏期講

習会テキスト 83-110.
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宇根 寛 (1983):斜面崩壊と土地条件 第12回 国土地理院技術研究発表会資料 (国土地理院技術資

料 A・ 1-ヽ122),83-97。

山形英雄 (1982):梅雨前線による長崎県の大雨 気象 '82年 9月 号 (R305),16-17。

山形英雄 (1982):梅雨前線による長崎県の大雨 (第 2報)気 象 '82年 11月 号 (ヽ 307),10-]_3。

4.学会講演要旨集 (「長崎豪雨災害」に関する多くの研究発表が含まれている)

第19回  自然災害科学総合シンポジウム講演要旨集 (19820大 阪)自 然災害科学総合研究班

第20回

第21回

〃

〃

(19830本 L刺晃)           〃

(1984・ 鹿児島)    〃

昭和57年度 土木学会西部支部研究発表会講演概要集 (昭和58年 2月 20日 0熊本工業大学)

昭和58年度         〃         (昭 和59年 2月 26日・九州産業大学工学部)

日本建築学会大会学術講演梗概集 (北陸)(日召和58年 9月 )

日本地質学会第90年学術大会講演要旨 (昭和58年 4月 2日・鹿児島大学)

討論会 九州における地盤災害とその地質学的背景

5。 あ とが き

本文献目録は,昭和59年 6月 までに公表されたもので,長崎県地学会事務局において収

集した資料に基づいて作成されたものである。しかし, これ以外にも,国 0県・市町など

の公共機関や個人の調査 0研究資料が数多くあることは確実である。本目録を一つの足が

かりとして,未登載の資料の収集に努め,今後の防災に活用されることを願っている。

文献目録の編集に当たり,御協力頂いた長崎大学教育学部 0教養部地学教室,工学部構

造工学科 0土木工学科,長崎総合科学大学地域科学研究所の各位に対し, ここに深 く感謝

の意を表するものである。
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