
.

.

.

.

.

.

��
	��.
.
.

5���9+(7;��G�':�&G��:"!8��6.
.
.
.

������
.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1/1/ � 00 � 11 �I�J. 0242/�0342/.
.
.

=FD<F*�.
.
.
.

��K�%#����������.
	�K�%#���$�-)?=CH>��.

��K �,
������?=CH>B@AEH>.
�

40



�� � �� �)�*���

�
������

�
�!��
('������%��$����#"	� ��

�

�&����tbÈ�e}?eÄ�ÞËZ�eÖ&e}�§)i,)-ºÏ�*KN
�*Ì����ÞÁÕ���')yh��)ÞoQr¬&deÐ��B�·,+�)
��¸q�*����������"���%�)"�à��'��eÄÌ��M
Q�Ñ�*¾½�pÇ���_e�50;@1���¨#Í�(+�	)Þ��t-
504.9����³&¸P������*eg%�)"�à��t�ÑÊ�*e
}?eÄ�Þ£©Þ�³ÞÒ�Þ¸P����V�	�*Í¶�Ã��������
�+
(%�~�+Þ��M¿?MQ�Ñ�*¾½-�$*���eg��¯\´�
�s!�Â��%���)"�à�
�

^IáuvUl�
�

��
��� � � � Å�¼��
o�OA�

�
��
��� ���� ¡ªY�Ú�µ�Æ�z�t¢z×Ù��³T������

CMLc�
�

��
��� ���� ��¡ f��	�*k�º��{�z�t|�Mn������s��
���]�

�
��
��� ���� �t¥¤|�MQ�Îjs¦�

ß</64=2:;@1�ÛzßØv�É±�Jß�
«DR� ²�

�
H�Ü��
�����
��Ý�

�
�

��
��� ���� 50;@1�	�*��t�MQ����
ßGÀXx	' uÔ�w-FJ�ß�

�a� Ó�m�
�

��
��� ���� ���t���50;@1�áiV�*��Sx-»*3>8>7�
u[� W�

�
�	
��� � � � � � �°`¹½�
�

� Ü®E� �	
��Ý�

41



┴❧༤≀㤋䛜⾜䛖㊧ὠᕝ᩿ᒙ┿ᕝ㟢㢌䛾ᩍ⫱⏝䛻䛴䛔䛶㻌
ಖಇဢ㻌 䠄ᐩᒣ┴㻌❧ᒣ䜹䝹䝕䝷◁㜵༤≀㤋䠅㻌

Educational�Use�of�Makawa�Outcrop�Atotsugawa�Fault�by�the�Prefectural�Museum�
Toshiya�Tanbo�(Tateyama�Caldera�SABO�Museum,�Toyama�Prefecture)�

㻌

䛿䛨䜑䛻㻌
ᐩᒣ┴䛿➨ᅄ⣖䛾ᛴ⃭䛺ኚື䛜䜒䛯䜙䛧䛯㝤䛧䛔㣕㦌ᒣ⬦䜢᭷䛧䚸᪥ᮏᾏᛶẼೃ䛻䜘䜛ከ㞵䚸ከ
㝆㞷䛾⎔ቃ䛸┦䜎䛳䛯ᛴὶἙᕝ䛜ᒣᆅ䛾ᛴ㏿䛺㣗䜢ಁ䛧䚸ᖹ㔝㒊䛾ᆅᙧኚ䜒ⴭ䛧䛟䚸ඖ᮶䚸ཝ
䛧䛔⮬↛⎔ቃ䛾୰䛻䛒䜛䚹䛣䛖䛧䛯㢼ᅵ䛻┤㠃䛧䛶䛝䛯ඛ㐩䛜⅏ᐖᑐ⟇䚸≉䛻Ỉ䛻ⱞᚰ䛧䛶䛝䛯䛣
䛸䛿䚸ᕝ䛾⊛ጾ䜢㙠䜑䜛Ỉ⚄♫䜔䚸⅏ᐖ≛≅⪅䜢៘㟋䛩䜛ᆅⶶᑛ䛜ᆅᇦ䛻ᩘከ䛟ᘓ❧䛥䜜䛶䛔䜛䛣
䛸䛷❚䛔▱䜜䜛䚹䛭䛾Ṕྐ䛿䚸ᐩᒣ┴ᡂ❧䛾⤒⦋䛸䛸䜒䛻䚸Ꮫᰯᩍ⫱䜔㜵⅏ၨⓎタ䛺䛹䛾♫⛉
ぢᏛ䚸⏕ᾭᏛ⩦䛾ᶵ䜢㏻䛨䛶ᴫ䛽┴Ẹ䛻䜒⌮ゎ䛥䜜䛶䛔䜛䛸⪃䛘䜛䚹㻌
䛧䛛䛧ᐩᒣ┴䛿䛣䛾༙ୡ⣖䜋䛹䛾㛫䚸䛝䛺つᶍ䛾⮬↛⅏ᐖ䜢⤒㦂䛧䛶䛔䛺䛔䚹㏆௦䛻ධ䛳䛶䚸
᪂䛧䛔ᅵᮌᢏ⾡䛾ᑟධ䜢䜒䛳䛶ᙉᅛ䛺㜵⅏タ䜢⠏䛝䚸Ỉᐖ䛜⧞䜚㏉䛥䜜䛶䛝䛯ᡪ≧ᆅ䜢Ᏻᐃⓗ䛺
㒔ᕷ⏕ά䛸㎰ᴗ⏕⏘䛾ᆅ䛻㐀䜚ኚ䛘䛯䚹ຍ䛘䛶ᐩᒣ┴ෆ䛿 㻝㻥㻞㻟 ᖺ䛾㟈ᗘほ 㛤ጞ௨᮶䚸యឤ
㟈ᗘ䠑䜢㉸䛘䛯ᦂ䜜䜢⤒㦂䛧䛶䛚䜙䛪䚸ィ 㟈ᗘ䛜ᑟධ䛥䜜䛯 㻝㻥㻥㻢 ᖺ 㻠 ᭶௨㝆䜒䚸㟈ᗘ 㻡 ᙅ䜢㉸
䛘䛯ᆅ㟈䛾ᦂ䜜䛻く䜟䜜䛶䛔䛺䛔䚹䛣䛖䛧䛯⎔ቃୗ䚸䛔䜎䜔ᐩᒣ┴䛿⮬↛⅏ᐖ䛾ᑡ䛺䛔ᜨ䜎䜜䛯ᆅ
ᇦ䛷䛒䜛䛸䛔䛖౯್ほ䛩䜙䛒䜛䚹ఫᏯ䛾⪏㟈⋡䛿ᅜᖹᆒ䜢ୗᅇ䜚䠄䛘䜀䚸ᮅ᪥᪂⪺♫䚸㻞㻜㻝㻣䠅䚸
㟈⅏䛻㛵䛩䜛༴ᶵព㆑䜒ᅜⓗ䛻ప䛔䛸ゝ䜟䛦䜛䜢ᚓ䛺䛔䠄䛘䜀䚸ᰴᘧ♫䜶䝚䞉䝅䞊䞉䜶䝚䚸
㻞㻜㻞㻜䠅䚹⅏ᐖᩍカ䛾⥅ᢎ䜔㛵ᚰ䛿㛗䛔ᖺ᭶䜢⤒䛶ⷧ䜜䜖䛟䛣䛸䜢ච䜜䛪䚸┴Ẹ䛾ከ䛟䛜⮬↛⅏ᐖ䛻
⏽ᛧ䛧䛯⤒㦂䛜ᑡ䛺䛟䚸㜵⅏ព㆑䛻ᇶ䛵䛟✚ᴟ⾜ື䛜ྲྀ䜜䛺䛔䛣䛸䜢♧၀䛧䛶䛔䜛䚹㻌
ᮏ✏䛷䛿䚸ᐩᒣ┴䛾䛣䛾䜘䛖䛺≧ἣ䜢៧៖䛩䜛䜒䛾䛸䛧䛶䚸㜵⅏ᩍ⫱䛾୍➃䜢ᢸ䛖༤≀㤋䛜䚸䜂䛸
䛴䛾᩿ᒙ㟢㢌䛸❧ᒣ䜹䝹䝕䝷䛸䛔䛖ᔂቯᆅ䜢㏻䛧䛶䚸⚾䛯䛱䛿ᆅ䛾Ⴀ䜏䛸䛹䛖ྥ䛝ྜ䛖䜉䛝䛛䜢ၥ
䛖䛶䛔䜛㔝እᏛ⩦άື䜢⤂䛧䛯䛔䚹㻌
❧ᒣ䜹䝹䝕䝷◁㜵య㦂Ꮫ⩦㻌
ᐩᒣ┴㻌❧ᒣ䜹䝹䝕䝷◁㜵༤≀㤋䠄௨ᚋ䚸ᙜ㤋䠅䛿ᐩᒣ┴◁㜵ㄢ䛜ᡤ⟶䛩䜛タ䛸䛧䛶䚸㻝㻥㻥㻤 ᖺ

䛾㛤㤋௨᮶䚸ẖᖺ䛂❧ᒣ䜹䝹䝕䝷◁㜵య㦂Ꮫ⩦䛃䠄௨ᚋ䚸Ꮫ⩦䠅䛸䛔䛖ᴗ䜢䛚䛣䛺䛳䛶䛔䜛䚹ᴫ
䛽 㻣䡚㻝㻜 ᭶䛾ᖹ᪥䛻ᐇ䛩䜛ᴗ䛷䚸䛣䛣 㻠ᖺ㛫䛷䛿ẖᖺ䛾ィ⏬ᩘ⣙ 㻟㻜ᅇ䚸ィ⣙ 㻝㻠㻜㻜 ே䛾つᶍ
䛷ཧຍ⪅䜢ᛂເ䛧䛶䛚䜚䚸ᑠᆺ䝞䝇䜔❧ᒣ◁㜵ᕤᑓ⏝㌶㐨䠄䝖䝻䝑䝁䠅䜢⛣ືᡭẁ䛸䛧䛶䜋䜌 㻝 ᪥
䛛䜚䛷❧ᒣ䜹䝹䝕䝷䜢ᕠぢ䛩䜛䚹ᙜ㤋䛿䛣䜜䜢せᴗ䛾䜂䛸䛴䛸⨨䛵䛡䛶䚸ከ䛟䛾ேဨ䛸ண⟬
䜢䜚䛳䛶䛔䜛䠄䛯䛰䛧 㻞㻜㻞㻜 ᖺᗘ䛿᪂ᆺ䝁䝻䝘䜴䜲䝹䝇ឤᰁᑐ⟇䛾䛯䜑 㻝㻟 ᅇ䚸㻝㻟㻜 ྡ䛾つᶍ䛻
⦰ᑠ䠅䚹㻌
䛭䛾ෆᐜ䛿䚸༤≀㤋䛷㣴ᡂ䛧䛯⥲ᩘ⣙ 㻣㻜 ྡ䛾䝪䝷䞁䝔䜱䜰ゎㄝဨ䛻䜘䜛ෆ䛷䚸᪥ᮏ୕ᔂ䜜
䛾䜂䛸䛴䛂㬇ᔂ䜜䛃䜢᧦䛩䜛つᶍᔂቯᆅ䚸❧ᒣ䜹䝹䝕䝷䠄᪥ᮏ䛾ᆅ㉁ⓒ㑅䠅䛾ᡂ䜚❧䛱䜔䛭䛾⊂≉
䛾⮬↛⎔ቃ䚸䛭䛧䛶୍ㄝ䛻⣙ 㻝㻚㻞㻣 ൨ 㼙㻟䠄⏣⏿䜋䛛䚸㻞㻜㻜㻜䠅䛸᥎ィ䛥䜜䛶䛔䜛ᒾᒌ䛺䛰䜜ሁ✚≀䛾ὶ
ฟᏳᐃ䜢 㻝㻜㻜 ᖺ௨ୖ䛻Ώ䛳䛶⥆䛡䛶䛔䜛◁㜵ᴗ䛺䛹䚸㛫㏆䛷ぢᏛ䞉య㦂䛩䜛䜒䛾䛷䛒䜛䚹䛸ྠ
䛻䚸❧ᒣ䜹䝹䝕䝷䜢ὶᇦ䛾୍㒊䛸䛩䜛ᭀ䜜ᕝ䚸ᖖ㢪ᑎᕝ䛾Ⴀ䜏䜢ཷᐜ䛧䛶䛝䛯ᆅᇦ䛾Ṕྐ䜢䜚
㏉䜚䚸⚾䛯䛱䛜ᐩᒣ┴䛾㢼ᅵ䛸䛸䜒䛻Ṍ䜐䛯䜑䛾㐨➽䛻┠䜢ྥ䛡䛶䜒䜙䛖䛣䛸䜢ᮇᚅ䛧䛶䛔䜛䚹㻌
㊧ὠᕝ᩿ᒙ┿ᕝ㟢㢌㻌
Ꮫ⩦䛿ᐇ᪥䛻䜘䛳䛶ぢᏛ⟠ᡤ䛾␗䛺䜛」ᩘ䛾䝁䞊䝇䜢タᐃ䛧䛶䛔䜛䚹䛭䜜䛮䜜䛾䝁䞊䝇䛿䚸
❧ᒣ䜹䝹䝕䝷ෆእ䛻Ꮡᅾ䛩䜛 㻞㻜 ⟠ᡤ௨ୖ䛾ぢᏛᑐ㇟䛾䛖䛱䚸ᴫ䛽 㻝㻜 ⟠ᡤ⛬ᗘ䜢ᕠ䜛䛣䛸䛸䛺䛳䛶
䛔䜛䛜䚸ᚲ䛪ぢᏛ䛩䜛⟠ᡤ䛾䜂䛸䛴䛻䚸㊧ὠᕝ᩿ᒙ䛾┿ᕝ㟢㢌䠄ᅜᣦᐃኳ↛グᛕ≀䠅䛜䛒䜛䚹㻌
ཧຍ⪅䛿䚸䜋䜌ᆶ┤䛺Ἑᓊẁୣᓴ䛻ぢ䛘䛶䛔䜛᩿ᒙ㟢㢌䛾ᵝᏊ䜢䝞䝇䛾㌴❆䛛䜙ほᐹ䛩䜛䚹䛭
䛧䛶ゎㄝဨ䜘䜚䚸㊧ὠᕝ᩿ᒙ䛾㣗䛔㐪䛔ኚ䛻䜘䛳䛶ᆅ䛻✚䛧䛯ṍ䜏䜢ゎᾘ䛧䛯㊧䛷䛒䜛䛣䛸䚸
᩿ᒙ䛾ኚ䛜ᆅ㟈䜢ᘬ䛝㉳䛣䛩䛣䛸䚸䛚䜘䛭 㻟 ༓ᖺẖ䛻ኚ䛜⣼✚䛥䜜䛶䛔䛟䛣䛸䚸ኚ䛜㐀䛳䛯

S-1

42



ᆅᙧ䛜す᪉䜈 㻢㻜㼗㼙 ㏆䛟䛻Ώ䛳䛶㏣㊧䛷䛝䜛䛣䛸䚸㊧ὠᕝ᩿ᒙ䛜㣕㉺ᆅ㟈䜢ᘬ䛝㉳䛣䛧䛯䛣䛸䚸䛺䛹
䜢䜎䛛䛻ఏ䛘䜙䜜䜛䚹㻌
᩿ᒙ㐠ື䛻䜘䜛つᶍ䛺ᵓ㐀䜔ኚ䛾䝯䜹䝙䝈䝮䜢䚸䛣䛾㟢㢌䛰䛡䛷⌮ゎ䛩䜛䛾䛿㞴䛧䛟䚸䝪䝷䞁
䝔䜱䜰ゎㄝဨ䛾ຊ㔞䛜ヨ䛥䜜䜛ሙᡤ䛷䜒䛒䜚䚸ཧຍ⪅䛻㓄䜙䜜䜛ゎㄝ᭩䛰䛡䛷䛺䛟ᆅᅗ䜔䚸㟢㢌࿘
㎶䛾ᆅᙧಠ▔ᅗ䛾䝟䝛䝹䜢‽ഛ䛩䜛ゎㄝဨ䜒䛔䜛䚹㻌
㣕㉺ᆅ㟈䛸Ᏻᨻ䛾⅏ᐖ㻌
ᐩᒣ┴ෆ䛷䛿䚸つᶍ䛺⮬↛⅏ᐖ䛾䛸䛧䛶䛂Ᏻᨻ䛾⅏ᐖ䛃䛜䛧䜀䛧䜀ྲྀ䜚ୖ䛢䜙䜜䜛䚹㻌
㻝㻤㻡㻤 ᖺ 㻠 ᭶ 㻥 ᪥䠄Ᏻᨻᖺ᭶༑භ᪥䠅䚸㊧ὠᕝ᩿ᒙ䜢㉳㟈᩿ᒙ䛸䛧䛶Ⓨ⏕䛧䛯䛂㣕㉺ᆅ㟈䛃
䠄᥎ᐃ 㻹㻣㻚㻟䡚㻣㻚㻢䠗ෆ㛶ᗓ୰ኸ㜵⅏㆟䚸㻞㻜㻜㻥䠅䛿䚸㣕㦌ᒣᆅ䛾㉳అ䛾䛝䛔ᆅᙧ䛾ୗ䚸ᑠ䛾ᅵ
◁⅏ᐖ䜢ᘬ䛝㉳䛣䛧䛶䛔䜛䚹㣕㦌䛷䛿䚸⚄㏻ᕝ䛸ᗉᕝ䛾ୖὶᇦ䚸⌧ᅾ䛾㣕㦌ᕷ䚸ⓑᕝᮧ䚸㧗ᒣᕷ䛺
䛹䛻⨨䛩䜛 㻣㻜 䛛ᮧ䛷Ṛ⪅ 㻞㻜㻟 ே䛸䚸༙ቯ⋡䛻䛧䛶 㻢 ㏆䛔ᐙᒇ⿕ᐖ䛜Ⓨ⏕䠄Ᏹబ⨾䚸㻞㻜㻝㻟䠅
䛧䚸㉺୰䛷䛿Ṛ⪅㻣㻟ே䚸ᐙᒇಽቯ㻞㻡㻜ᡞ䛜ᩘ䛘䜙䜜䛶䛔䜛䠄㧗㔝䚸㻞㻜㻝㻤䠅䚹䜎䛯㧗㔝䠄㻞㻜㻝㻤䠅䛷䛿䚸᩿
ᒙ䛻㏆䛔༡㒊䛾ᒣഃ䜘䜚䜐䛧䜝㞳䜜䛯㒊䛾ᾏഃᖹ㔝㒊䛷ᐙᒇಽቯ䛾⿕ᐖ䛜䛝䛛䛳䛯䛣䛸䜢䜙
䛛䛻䛧䛶䛔䜛䚹ᖖ㢪ᑎᕝ䛾ỏ℃ᖹ㔝䛷ᙉ㟈ື䛜ቑᖜ䛧䛯䛣䛸䛸䚸ᾮ≧⌧㇟䛜Ⓨ⏕䛧䛯ᙳ㡪䛜ᙉ䛟
♧၀䛥䜜䜛䚹㻌
㉺୰䛷䛿᭦䛻つᶍ䛺ḟ⅏ᐖ䛜⥆Ⓨ䛧䛯≉ᚩ䛜䛒䜛䚹ᆅ㟈䛸䛸䜒䛻㣕㦌ᒣ⬦䛾୍ゅ䜢ᵓᡂ䛧
䛶䛔䛯㬇ᒣ䛸ᑠ㬇ᒣ䛜ᒣయᔂቯ䛧䚸ᖖ㢪ᑎᕝ䜢ሖ䛝Ṇ䜑䛶ኳ↛䝎䝮䜢ᙧᡂ䛧䚸䛭䛾ᚋᗘ䛻Ώ䜛
Ỵቯ䛸䛸䜒䛻ᅵ▼ὶ䛜Ⓨ⏕䛧䛯䚹ᖖ㢪ᑎᕝୗὶᇦ䛿ᗈ䛟⿕⅏䛧 㻝㻠㻜 ྡ䛾Ṛ⪅䜢ฟ䛧䛶䛔䜛䚹≉䛻 㻞
ᅇ┠䛾ᅵ▼ὶ䛷䛿䚸᭱ึ䛾ᅵ▼ὶ䛻䜘䜚Ἑᗋ䛻ሁ✚䛧䛯ᅵ◁䜢䜚㉺䛘䚸ᗈ⠊ᅖ䛻Ἶὶ䛜ᗈ䛜䛳䛯䚹
ᇙἐ䛧䛯⏝Ỉ䛾ᪧ䜢ᛴ䛔䛷䛔䛯䛣䛸䛷ேⓗ⿕ᐖ䛜ᣑ䛧䛶䛧䜎䛳䛯䛾䛷䛒䜛䚹㻌
Ᏻᨻ䛾⅏ᐖ䛸䛿䚸䛣䛾㣕㉺ᆅ㟈䛻➃䜢Ⓨ䛧䛯㟈⅏䛸䚸㛫䜢㛤䛡䛶ḟⓗ䛻Ⓨ⏕䛧䛯ᅵ▼ὶ䛻
䜘䜛Ỉᐖ䜢ྵ䜑䛯㉺୰䛾ከ㔜」ྜⓗ䛺⅏ᐖయ䜢⾲䛧䛶䛔䜛䚹ຍ䛘䛶䛭䛾ᚋ䜒䚸❧ᒣ䜹䝹䝕䝷䛻␃
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熊本県益
ましき
城町における天然記念物布

ふ た が わ
田川断層帯の保存活用の現状と展望

森本星史（熊本県益城町教育委員会）

概要　布田川断層帯は、“別
べ っ ぷ

府－島
しまばら

原地溝″の変動地形
を構成する主要な活動層群の１つであり、その南縁に
位置する。平成 28 年 4 月 16 日 1 時 25 分、熊本県
熊本地方中央部で発生した平成 28年熊本地震（以下
「熊本地震」という。）の本震（Ｍ 7.3）の震源断層で、
その長さは阿蘇外輪山の西側から宇土半島の先端に至
る約 64㎞以上と考えられている。布田川断層帯の地
表地震断層は、地震動を伴って嘉島町から南阿蘇村ま
での長さ約 31㎞の区間でほぼ連続的に確認された。
天然記念物（文化財）指定　熊本地震の際、地表に表
出した地表地震断層は、発災から県内で調査にあたっ
ていた専門家らによってその重要性が指摘されたた

熊本市

図１　天然記念物布田川断層帯の位置図

め、益城町ではその一部を地元や国、県の協力のもと養生シート等によって応急的な保存の
措置を講じた。本町は（一社）日本活断層学会や専門家らからの保存に対する要望を受けつつ、
「今後の防災・減災の教材として活用する」という方針のもと、町条例に基づき杉堂・堂園・
谷川地区を町の重要文化財に指定した。指定後は、町教育委員会が主体となり、養生シート
の更新等の保存管理を行ってきた。そのため、発災直後の状況をほとんど留めたままの状態
で良好に保存されている。その後、大学等による専門機関の調査を経て杉堂・堂園・谷川地
区は、「熊本地震による多様な断層運動と地形や構造物の変位が連続して表れており、学術
的な価値が高い」との理由により平成30年2月13 日付けで国の天然記念物布田川断層帯（以
下「布田川断層帯」という。）に指定された。
各地区の概要　杉堂地区は、布田川（布田川断層帯の名称のもとになった河川）左岸側の断
層崖下部に位置する。潮井神社境内に長さ約 8ｍの地表地震断層が表出しており、垂直方
向の変位と雁行配列が明瞭である。付近の断層崖下部に
は発災前から被圧地下水が湧出してできた水源があり、
地域の生活や生業に欠かせないものとなっている。自然
災害とは不可分な自然の恵みについても学ぶことができ
る。堂園地区は、圃場内に長さ約 180 ｍにわたって地
表地震断層が表出した。平成 29年度の農地復旧の際に
地表の雁行配列や上位変位は失われたが、現在でも所有
者や耕作者の協力のもと畔の形状から右横ずれを観察
することができる。熊本地震の際の地表地震断層のう 図２　潮井神社と潮井水源（杉堂地区）

Current status and Prospects of Conservation and Utilisation of National Natural 
Monument "Futagawa fault zone" in Mashiki-machi,Kumamoto Prefecture.
Toshihumi Morimoto (Mashiki-machi Board of Education,Kumamoto Prefecture)
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ち、最大の横ずれが観測された場所であり、その水平
方向の最大変位量は 2.5 ｍである。谷川地区は、個人住
宅の敷地内に長さ約 35ｍの主断層とこれに交差する長
さ約 40ｍの断層からなる共役断層が地表に表出してい
る。現在、町が土地を公有地化し、被災して傾いた納屋
2棟はワイヤー等によって応急的に保存されている。
現状と課題　保存管理の現状としては、土地の所有者や
管理者の生活、生業等の事情により、発災直後の状況か
ら変化したものがある。具体的には、杉堂・谷川地区の
地表地震断層の保存処理や建築物の倒壊防止等のために
応急的な措置を行ったことと堂園地区の圃場の復旧の過
程で地表面の変位が失われたことである。
　また、現在の応急的な保存方法では、近年の局所的な
大雨や台風等の自然災害によって地表地震断層や建築物
等が滅失・き損する可能性が高いため、対策が必要と
なっている。活用面では、発災から間もない早い段階か
ら防災・減災に係る視察や教育イベント、教育旅行（修

図３　右横ずれした畔（堂園地区）

図４　民家敷地の共役断層（谷川地区）

学旅行）、フットパス等の地域活動に活用されているが、見学時のルールやサイン・説明板
を含めた整備が未完了な状態である。そのため、「布田川断層帯」の価値が来訪者のみならず、
地域住民にも正確に理解されていない等の問題が生じていた。このほか、熊本県と被災市町
村で進められている震災ミュージアム構想と連携した保存活用が求められている。
保存活用計画の策定と実施 本町では、前述したように保存管理や活用、整備にあたって
多くの課題を抱えていることから有識者や地元代表によって構成される委員会を設置し、平
成 30年度から令和２年度にかけて「布田川断層帯」の保存活用計画を策定した。今後はこ
の計画で定めた基本方針等に基づき「布田川断層帯」を今後も適切に保存管理する。加えて、
熊本地震の記憶と教訓を併せて次世代に確実に伝えるとともに将来起こりうる大規模災害に
備えて、防災・減災教育と地球科学や災害科学の発展に寄与し、魅力ある地域資源として観
光や地域振興に活用する。なお、今後の具体的な整備については、今年度に整備基本計画を
策定し、具体的な整備方法を検討する。
今後の展望　本町では、古来阿蘇火山群や布田川断層帯等の自然の営みによって形成された
地形・地質に制約される一方、こうした自然環境を活かして生活や生業が営まれてきた。例
えば、阿蘇火山の溶岩台地は空港に、火砕流台地はサツマイモ栽培に利用されている。また、
スイカ栽培に適した火山灰性土壌が幸いし、主要な生産地となっている。このほかにも生活
や生業の過程で生まれた伝統・文化や名所・旧跡が多数所在している。
　本町は、熊本地震の際、観測史上初となる震度７の地震に２度みまわれ、甚大な被害を被っ
た。発災から約４年あまりが経過したが未だ復旧復興の過程にある。このような状況にある
からこそ「布田川断層帯」を新たな地域資源として活用し、町内の名所・旧跡や特産物と連
携させていくことでアカデミックな地域内観光が可能となる。今後の保存活用に耐えうるよ
うな見学環境を整備し、質の高い〝にぎわい″の創出に寄与したい。
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Conservation and promotion of active faults in the two UNESCO Global 

Geoparks, Izu Peninsula and San’in Kaigan, Japan 

NIINA Atsuko (Izu Peninsula Promotion Council) 
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㸰� �άⅆᒣࠖࠕά᩿ᒙࠖࠕ �

ேࡢ⯡୍ࠊࡣ⇕ᆅࠊᄇẼࠊ↮ᄇࠊᄇⅆࠋࡍⅆᒣ࡛ࡓࡁάࠖࠕᏐ㏻ᩥࠊࡣάⅆᒣࠖࠕ

ᆅࡇ࠸࡚ࡁ⏕ࡀ┤ឤⓗఏࠋࡍ࡛ࠖࢶࣥࢸࣥࢥࠕࡁ࡛ࡀࡇ࠼άⅆᒣࠊࡣᅜ

Ỉࠊᬒほ࡞ᵝࠕ࡞ࠎᜨࡋࡓࠖࠊᅵተἨ ࡃ࡞࡛ࡅࡔ⅏ᐖࠖࠕࠊ࠶���

࠸࡚ࡉ⏝ᙧ࡛ಖ࣭άࡢ࡞ࢺࢧࢪࠊ࠶ࡀάⅆᒣࡃከࡢࢡ࣮ࣃࢪࡢ᪥ᮏࠋࡍ

ࠋࡏ࠶ࡣ㌟㏆࡛࠶ࠊࡀࡍゝ࠶����⣙ᅜࠊࡣά᩿ᒙࠖࠕ᪉୍ࠋࡍ

��ࠊㄪฟ⌧ഴྥࡢゝⴥ࠺࠸ά᩿ᒙࠖࠕ࡛ࢫ࣮ࢱ࣮ࢹࡢࢫ࣮ࣗࢽ.+1��ᖺࡢ㜰⚄

ῐ㊰㟈⅏ࡅࡗࡁ♫ࡓࡋゝⴥ࡛ࡓࡋࡀࡇ࠶㸦ᒣཱྀ㸪����㸧ࡘࠋ

άືࠖࠕࡢࡑࠊࡣᬑẁࠊ࡛ࡢ⅏ᐖࠖࠕࡣࡢࡉㄆ㆑ேࡢ⯡୍ࡀάࠖࠕࡢά᩿ᒙࠊ

�ᆅࡍኚືࠕࠋࡍ࡛ࡢ࡞⛥ࡣࡇࡌឤࠖᜨࠕ ᪥ᮏิᓥࠖㄒ࡚ࡋࢶࣥࢸࣥࢥ

�ࠋ࠺ࡋ࡚ࡗ᥈ࢺࣥࣄࡢࡑ࡚ྵ⤌␒ࣅࣞࢸ㸽ࡣࡍฟࡁᘬ㨩ຊࡢά᩿ᒙࠖࠕ

�

㸱㸬ࠕά᩿ᒙࠖࡢಖࡣ㸽�

ྎ‴ᆅ㟈ࠊරᗜ┴༡㒊ᆅ㟈⃰ࠊᑿᆅ㟈ࡢ࡞ᆅ㟈᩿ᒙ୍ࡢ㒊࡛ࡣ㔝ᓥ᩿ᒙಖᏑ㤋���ᆅ

㟈ᩍ⫱ᅬ༊ࡢ࡞ᙧ࡛ࠊಖά⏝ࠊࡀࡇࠋࡍ࠸࡚⾜ࡀά᩿ᒙࠊࡣࡢಖ

ࠊࡋࠋࡏ࠸࡚ࡉά᩿ᒙࠊࡣᒣᆅࡢ࡞㇂ࡢ≦⥺ᆅᙧࡓࡃࡘ⮬ື㌴㐨ࠊ

㎰ᆅࠊᏯᆅ࡞⏝ࠋࡍ࠸࡚ࡉ㜵⅏ୖ᩿ࠊᒙࡢάືᒚṔᆅ㟈Ⓨ⏕☜⋡ࣥࣞࢺ▱
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ᇙࠊࡣࡓ㐍ㄪᰝಖࡢά᩿ᒙࠋࡏ㊊ࡔࡔࠊࡀࡏࡏḞࡣㄪᰝࢳ

ⶶᩥ㈈ಖㆤἲά᩿ᒙἲ࡞࠺ࡢ⤌ᚲせ࡛᩿ࠋ࠺ࡋᒙ㟢㢌ࡢ࡞Ⅼࢺࢧࢪ

࣮ࣃࢪ㸽ࡣࡍ⏝άࠊࡋಖά᩿ᒙ࡞࠺ࡃ⥆༑ࣟᩘࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡍಖ࡚ࡋ

�㸽࠺ࡋ࡛࠸࡞ࡣࢹࠋࡉⓙ࠸࡚ࡋάືࢡ

� ࡢᆅ㟈᩿ᒙࡓ⌧⾲ᆅࠊࡃ᪩ࡕ࠸ࠊ㝿ࡢ����ᖺ⇃ᮏᆅ㟈ࠊࡣ᪥ᮏά᩿ᒙᏛ࡛ࠊ࠾࡞

ಖᏑせᮃ᭩┈ᇛ⏫ᩥࠊ┴ࠊᗇ࡞ᥦฟᩥࠊࡋ㈈ᣦᐃಖࡢᚋᢲࡋࡋࡋ

ࡓ࠸ゎ⌮ࡢఫẸࠊሙྜࡍᆅㄪᰝ⌧ࡀ࡞⪅✲◊ࠊ࡚࠸࡙せㄳࡢ⏫ᇛ┈ࠊࡓࠋࡓ

Ꮫࡢ࠺ࡍࢡࣂࢻ࣮ࣇఫẸㄪᰝ⤖ᯝࠊࡋసᡂㄪᰝ⏦ㄳ᭩ᘧ✲◊ࠊⓗ࡛┠ࡃࡔ

༠ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋࡅࡧ����ᖺ�᭶ࠊࡣ᪥ᮏᆅ㟈Ꮫ� 㜿⸽࡞ࢡ࣮ࣃࢪ

ඹദ࡛ࠕ⇃ᮏᆅ㟈ఫẸㄝࠖ㛤ദࠋࡓࡋࡋ�

�

㸲㸬ࢼࣟࢥ௦ࠕࡢኚືࡍᆅ� ᪥ᮏิᓥࠖㄒࡣࢹ࣓ࢶࣥࢸࣥࢥ㸽�

ᑐ⪅᮶ゼࠊ୰ࡉไ㝈ࡀ᥋ゐ᮶ ࡢேࠊᙳ㡪࡛ࡢឤᰁࢫࣝࢼࣟࢥ᪂ᆺࠊ࡚ࡉ

ࢪࡢᩘ「ࡌࡣࢡ࣮ࣃࢪⴗࠋࡍ࠸࡚ࡉไ㝈ࡀάືࢡ࣮ࣃࢪࢬ࣮ࣜࢶࡓࡋ㇟

࠸࡚ࡗጞࢬࢱࢿࡉ⾜ヨࡀࢻࣝࣕࢳ࣮ࣂ࣮ࢶࣥࣛࣥࠊ࡛ࢡ࣮ࣃ

�ࠋࡍ࠸࡚ࡋቑࡀࢬ࣮ࢽࠖࡍయឤࢪࠊ࡛ࢶࣥࢸࣥࢥࡓࡗ࠸㡢ീࠕࠋࡍ

ᮏㅮ₇⪅ࡢ᪂ྡࡉᒣཱྀࠊࡣ����ᖺ๓ᮇࡢᓥཎ༙ᓥࣘࢡ࣮ࣃࢪࢥࢫࢿᅜෆᑂᰝࠊឤ

ᰁᣑ㜵Ṇ࠺࠸⌧ᆅࡢせㄳ࡚ึࠊ࡚ࡅཷ࣮࡛ࣜࣔࢺᐇࠋࡓࡋࡋ᪂ྡࠊࡣࡉ

ᵓᡂᙳ᪉ἲࠊሙ❧ࡢࢹ࣓ࠊࡣ⚾ࠋࡍᑂᰝဨ࡛ࣟࡢ୰ࣟ࠺ᢸᑂᰝࢥࢫࢿࣘ

ࢡ࣮ࣃࢪᆅ⌧㛗ᮇ͇ㄪᰝ͆ࡓ᭶༙�ࠊᯝ⤖ࠋࡓࡋ࠸⾜ࢫࣂࢻࡢ࡞

ࢶࣥࢸࣥࢥീ࠸ࡋ⣲ᬕࠊࡣࢡ࣮ࣃࢪᓥཎ༙ᓥࠊ࡛ࢫࢭࣟࡢࡑࠋࡓࡋࡋᐇ⥴୍

άಖࡢ⅏ᐖ㑇ᵓ͆ᐃⅬ͇ࡓࡅྥ㞼ᬑ㈼ᓅᖹᡂᄇⅆ��ᖺࡢ����ᖺࠋࡓࡋࡋฟస

ࡋ࣮ࣥࣛࣥࢶࢪࠋⓎ⾲࡛㸧ࠊࡣࡃࡋ㸦ヲࡍ࡛ࡢࡓࡗ⥛⤌ྲྀࡓࡅྥ⏝

⮬ࡉⓙࡢࢡ࣮ࣃࢪࠊ࡚ࡗ⚝ࢼࣟࢥࠋࡓࡋࡌឤ౯್࠺㐪ࡣ࣮ࢶࣝࣕࢳ࣮ࣂࡓ

㌟ࡢࢶࣥࢸࣥࢥࠊࡀసᡭࠊఏ࠼ᡭ࡛ࡇ࠶࡛ࢹ࣓ࠊࡘࠋ࠶☜ㄆࠋࡓࡋࡋ�

⮬↛⎔ቃಖࠊࡣࣛࢢࣟࡢࢥࢫࢿࣘ࠺࠸࠺ࡋୡ⏺⮬↛㑇⏘࠶ࢡ࣮ࣃࢥ

ಖࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡍᣦᐃࠖࡢࠕࡁࡍಖ༢ࠊࡣࢡ࣮ࣃࢪࠊ୰࡛ࡢࡑࠋࡍ

ࠋࡍᚩ࡛≉࡞ࡁࡀⅬ࠸࡚ࡋ㔜どάື࡞ⓗ⥆⥅ࡢேࠖࠕࡢᆅᇦࡍ⏝άࠊࡋ

࡚࠸࠾⚝ࢼࣟࢥࠊࡀࡇࡓࡁ࡚ࡋᡂ⫱ேㄒάືࠖኚືࠕᆅ࡛ࠖ࠸࡞ືࠕ

�ࠋࡓࡋࡌឤ࠸࡚ࡉⓎ࡚ࡋᙉࡢάືࢡ࣮ࣃࢪࠊ

�

�

ᘬ⏝ᩥ⊩�

ᒣཱྀ㸦����㸧ά᩿ᒙሗ♫ࡓࡍ⏕� ά᩿ᒙ◊✲ࠊ���������㸬�
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