大歳の自然

(表1‑3)

二倍と大きく増加している｡

み農地が減少しっつあるo

方キロメートル〕である｡これは､昭和十九年(一九四)合併時の約四倍､昭和五十年に比べ約
人口は'平成十二年実施の国勢調査によれば､1 九七l人､ 口密度は1 〇六･四 〔人/辛

利用状況は表12のとおりで､合併後の都市計画､特に戦後ベッドタウンとしての宅地開発が進

とおりで､旧市内(大殿･白石湯田)を除けば､名田島地区についで小さな地区である｡土地の

日 面積･人口

二平方キロメートル(国土地理院測定)である.いま山口市を構成する地区別の面積は表1‑の

に平川地区の平井･黒川および小郡町と接している｡(図1‑)

山･口県流通センターから植野川へと至る線が小郡町との境界なっている.南側は椙野川を境

している｡西側は美祢郡美東町･吉敷郡小 町

に接し､阿仙原の奥鷺尾根から棺木山(四一五･九メートル)･高場山(一四五メートル)･的場

地形は植野川に沿った平野部と馬庭･河内の山間部からなるくさび形をなし､総面積は一〇･八

目および吉敷地区の英一丁目･中村･木崎に接

北側は湯田地区の前町･下市町･湯田温泉二丁

(大歳公民館) の立地する場所は､

であるo

地区の東側は湯田地区の松美町二 和町に､

北緯 三四度 八分四 秒

東経 l三1度二六分三二秒

区のほぼ中央にあたる山口市役所大歳出張所

て狭く さび形をしている｡(図1‑ )

四キロメートルであるが､東方に行くにしたがっ

山口盆地の南西部(山口市の中央部や 西寄り)

大歳地区の経緯度的位置についていえば､地

現在､山口市の大歳地区と呼ばれる地は､昔の吉敷郡大歳村である｡昭和十九年(1四)
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表1‑1

山口市地区別面積表

に位置しており､

東西約七キロメートル'南北約

(山口市統計年表)

‖ 位置

月一日､平川村などと共に合併し､山口市の一地区となっている｡その大歳地区は､山口県最大の

大歳の自然

大字朝田･黒川市岩音･坂東鴨原勝井･三作高住宅上･高井住宅下･和田朝

旧村名は大字として残され'旧来の小村名は字となった｡

施行され､富田原町･今井町･穂積町･若宮町･周布町･幸 宝町･矢原町が生まれた｡

大字矢原･ 豊国マンショ ･富田原･今井上･今井下･上湯田 ･周布団地･上場田中･上場

現在の行政区画は'次の三十一の自治会からなっている｡

昭和四十年(一九六五) 月､｢住居表示に関する法律｣にもとづいて､大歳地区でも新町名が

大字朝田･黒川市岩富･坂東勝井法満寺･高井三作和田･朝河内馬庭･

大字矢原･ 富田原･今井･上湯田･上矢原･中矢原･下矢原･下湯田･高畑

衰1‑2

⇔ 行政区画と地名

町村制｣の実施によ.って､それまでの矢原村と朝田は合併して｢矢原朝田村｣となった｡この時
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次の三三四である｡

大字矢原

耕地･宅について明治二十年に作成された｢土地台帳｣から大歳地区の｢小字｣を収録すると､

発生的に名付けた土地の名に｢小字｣というものがある｡｢穂の木｣ともいわれ､そのひとつ

れていなが､それぞの時代に'それぞの土地に生きた我々の祖先が､日常生活のなかで自然

た古代人ちの言葉(思考)であり､無形の文化遺産なである｡その中､今ではあまり用いら

地名は､｢古代語(文化)の石である｣といわれてる｡つまり､地名は言語と同時に発生し

小字 (穂ノ木)

こあぎはのぎ

大読 の 臼 然

(写真1‑1)

一方'低平地は朝田東半分および矢原に

大歳 の 白 然

山 (二四〇･三メートル) がそびえている｡

東支脈中には秋葉山 (二六 メートル)'金

(四一五･九メートル) で西支脈中にある｡

ている｡この支脈中最も高いのは相木山

方は朝田および小郡町の仁保津高地で終わっ

勝井'一方は和田で終わっている｡西部の

しようい

東部は法満寺川により再分割され､一方は

の渓谷を作る朝田川によって東西に分かれ'

て次第に高さを減じ'中間に阿仙原･馬庭

る (図1‑2)｡この支脈は南下するにつれ

国山地から派生した支脈を後背地としてい

回 地形

朝田に区分されており'朝田の西半分は中
大歳地区は東側の大字矢原と西側の大字

張肝耶 古曾坊 内田

赤坊 河内 三作 川久保
(図1‑1 ｢小字地図｣)
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大歳地区の地形分類

山口県(1972)､三浦(1982) ･松尾(1998)

‑一日‑

‑ド‑

楠ケ谷 柳ケ谷 開作 今山 唐笠

くすがたにやなぎがたにかいさく まや か;さ

花田 下代 上代 蓑越 上ノ原 大岩

はなたしもいかみたいのこしうえのはらおいわ

書下 後ケ浴 音中 河内下 河内上

おとしもうろがえきおとなかこうちしもこうちかみ

東打畠 西打畠 西坂下 西坂上 西坂西

ひがしうちはたけにば しぎかもに みしぎかにL

明神谷 神田中 札場 神田上 原村

みょうじんたにじんでなかふたばじんでかみはちむら

土井 門前 けさ丸 神田下 下ノ浴

といもんせ まるじんでLもしたのえさ

岡畠 中井 西角 郷太良 山田屋敷

おかばたけ なかい にしかと ｣うたr やまだやしき

下原 下川田 岡ノロ 沼ケ迫 坊ケ迫

しものはらかわたおのくちぬまがさこぽぅ

大歳の自然

写真1 ‑1

南西部‑‑北部の山地

回 気候
た日が多く､四季による寒暖の差や昼夜の温度差が比較的

の気候を概観しようo

のどちらかといえば ｢瀬戸内気候区｣ にふくまれる｡晴れ

気候の概観 春夏秋冬の区別がはっきりした､温帯多雨

て､主として山口測候所提供の観測資料によって大歳地区

測を続けており構内には桜の開花予想の標準木があったo
以下､気候の概観･気温･降水量･日照時間･風につい

ので､山口盆地のほぼ中央に位置する当地で市域の気象観

て､昭和四十一年 (一九六 ) に防府市から移設されたも

口測候所が置かれている｡福岡管区気象台の下部組織とし

いは自然堤防や盛り土をした高い敷地に位置しているo

丘を認めることができる｡(写真1‑3)

山口市域の気象観測施設として'大歳地区内周布町に山

また勝井･和田の丘陵周辺部には､わずかながら河岸段

ており (写責1‑2)､ある

かりの石垣を築いて追成され

水田面からl〜 lメートルば

写真1‑3

民家の宅地は浸水を防ぐため

見られなくなってきたo 古い

宅地開発等によりその痕跡が

できたが､近年の圃場整備や

河岸段丘(勝井)

曲する旧河川跡を見ることが

三作の一帯は､常習氾荘地帯

であったことを示す人きく屈

川と吉敷川の合流する岩富や

写真1‑2

10‑

農地として括用された｡構野

作用による沖積層は甲くから

氾濫原であり､両河川の堆積

〓ん;八け<

その支流である吉敷川の河川

あたり､その大半は構野川と

あって'山U盆地の盆地床に

石垣を築いた民家(宕富)

んでくれた母なる川であ｡その水源を鳳蔚山の東金谷に発し､宮野盆地･山口を貫流し

植野川大歳地区に沿って流れる構野川は'昔から農耕に恵みの水を与え､こ地文化をはぐく

囚 川と生活
っ日本海を通過するとき'台風によるほかはあまり吹かないo(図1I5)

と呼ばれる北寄りの季節風が吹き'寒さにふるえ日もあ｡強風は､春さきに低気圧が発達しっ

図1 ‑4

(図1‑4)

月晴れ､太平洋高気圧に覆われる夏､秋晴れの十･一月は平均日照時間が多い｡(図1‑3)
鳳夏には瀬戸内海側から弱い風が吹き､暑さをやわらげてくれ､冬には俗｢鳳顧おろし｣

で被害が出るのは､梅雨と台風の雨によることが多い｡

が大きいため'水不足の心配はほとんどないo集中豪雨

日照時間 年間晴天日数は一六〇日前後であって､五

のピークがある.(図1‑4) 周囲の山地による貯水能力

ナタネ梅雨の四月'梅雨の六･七月'秋雨の九月と三回

冷却により涼しく感じる日があり､霧が発生することも

ある｡(図1‑3･1‑4)

がするような寒さの日もあるo 春･秋の晴れた夜は放射

七度前後である｡夏は日中うだるような暑さ冬は底冷え

降水量 年間降水量は一八〇 ミリメートル前後で､

月平均気温･降水量(1967‑1990)
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大きく､盆地特有の気候も兼ね備えているo
気温一月の平均気温四度前後､八月の平均気温は二

かれ､現在のような緑の多い自然景観を残す公園となったo

残したいと う地元の人々の強い要望によって伐採をまぬ

れていたが､付近一帯が 〟野鳥の宝庫〟 でもあり､自然を

きなかったoそのため繁茂していた樹木も伐採の対象とさ

敷を利用する公園の施設には樹木･建造物を残すことはで

河川公園

河川敷を利用して作られたD 当時､｢河川法｣ によって河川

矢原河川公園は､昭和四十七年 (l九七二) に椙野川の

午(7九七二) 七月の洪水による被害が大であった.

合になる｡
近年では､昭和三十九年 (一九六四) 六月や､昭和四七

が三八回もみられる｡これは平均すると約四年に一回の割

と､元禄十三年({七〇)〜元治年二八六四)の一六四年間に凹畑冠水や堤防決壊などの記録

の反面､低湿地で氾濫をおこしやすく､岩富(古曾坊)のE中家に伝わる『年中吉凶記録』による

植野川の氾濫

堆積作用による肥沃な土壌をもたらし大歳地区は､古くから農耕に適した土地であったoだがそ
河川の長さにくらべ流域が広く起伏の大きい山地を有し､山口盆地に多くの支流が集まるため､

りへ､■

岸工事などのため見られなくったが､朝田川流域では時期になると見事なホタルの乱舞が見られ

ているからだろう｡そして'大歳地区近辺は天然記念物｢源氏蛍｣の発生地である｡本流筋では護

だった｡それだけ流域の自然が豊富で､野鳥の宝庫でもあり､しかも生活の身近に気軽利用され

｢山口の自然一〇選｣(昭和五卜九年)の中で'川そものが選定地になったのはこ椙野川だけ

した流れになっている｡(写真1‑4)

で海抜一〇･五メートルと勾配はゆるやかで､ゆったりと

区では周布町の山I測候所で海抜十六･三メートル､三作

山口市街地で海抜二五メートルから三五メートル､大歳地

パーセントが低地で､河口から約二〇キロメートル上流の

トルで'流域面積では県下六位である｡流域面積中約三〇

は山口市の大部分と小郡町をふくみ三.四･八平方キロメー

の支流がある｡本流の 路は三〇･三キロメートル､流域

二十一世紀に残したい自然の県内版として選定された

写真1‑4
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堪野川と自転車道

地区には､錦川こ削田川･吉敷川･法満寺川･朝田川など

などをあわせて､山口湾に流入する二級河川である｡大歳

ながら､仁保川二の坂川･吉敷川･九田川･四十八瀬川

大歳の自然

などが周年観察できる｡秋冬期にはユリカモメ･ハクセキレイ･セキレイ･クナなどが加わるD

ミ･キジ･ウグイス･イカルなどを見ることができる.

また､中州の雑草地､芦原河川敷の樹木､堤防付近の樹林では､アオジ･ョウピタキ･ツグ

ー

熱
‑

:

‑〜ー

̲

1

‑‑一一､

→ニー‑､ ■ヽ＼

蝋態1‑ ､..‥･旨さ､蔓,･̲.

一
るo

て安全な環境が必要であ

餌があり､それにもまし

適していることー豊富な

息するためには､気候が

かって分散しっつある｡

野鳥が好んで飛来し生

これらの鳥も､上流に向

河川公園一体に多かった
しかし､近年では矢原

のカモ類ほか､カイツブリ･コサギダイ ･アオサギ＼コイサギ･セグロキレイ･バン

冬季カモ類の観察には､児下でも有数の場所であるo
ヒドリガモ･マ を中心に､コガモ･カル オナガモ･ハシビロガモ･トエガモなど

矢原河川公園付近では約一七六種が確認されておりー中流域としては国内でも珍しい場所とされ､

野鳥
日本に生息する野鳥は約五〇種といわれ､そのうち山口県内では約三五〇種が確認されている｡

道路としてにぎわっている｡(写真1‑6)

ギング･ウオーキングに､そして通勤･通学と市民の安全

キロメートル.レク ーションとしてのサイクリングやジョ

ている｡昭和五四年 (l九 七) に開通し､全長三1･四

｢山口･秋吉台自転車道｣ が､大歳地区の植野川沿いを通っ

台国定公園のある秋芳町にいたる､自転車･歩行者専用の

山口･秋吉台自転車道
山口市宮島町を起点に､小郡町･美東町を経由して秋吉

ングに訪れる人も多い｡(写真1‑5)

も多く､県内有数の野鳥の観察地として'バードウオッチ

あって自然の姿を保ちー四季折々に渡ってくる野鳥の種類

多目的に利用されている｡河川公園内の樹種は三〇余種も

スポーツ･レク エション活動など､市民憩いの場として

大歳の自然

