
10 

第２章 環境の現況と課題 

１． 津久見市の概要 

（1） 位置 
本市は、大分県の南東部に位置し、豊後水道に面した海沿いの都市であり、北に臼杵市、南に佐伯

市と境を接し、東西に 28ｋｍ、南北に 12ｋｍ、総面積は 79.48ｋ㎡となっています。 

豊後水道に面した津久見湾の湾口部を囲うようにして半島部の典型的なリアス海岸が伸び、それを

さらに鎮南山、姫岳、碁盤ケ岳、彦岳といった 600～700ｍの山地が三方から馬蹄型に囲んでいます。

島しょ部は、四浦半島の延長に保戸島、長目半島の延長に地無垢島、沖無垢島と合計 3島があります。

美しいリアスの海岸線が山地斜面のミカン栽培の段々畑とコントラストをなしており、色とりどりの

風光明媚な景観を構成しています。また、中央構造線上に位置することから山地部には広大な石灰岩

地帯の鉱山が展開しており、独特な景観を有しています。 

交通アクセスについては、市内にＪＲ日豊本線が通っており、津久見駅と日代駅が存在しています。

大分駅まで普通列車で約 1時間 10分、特急列車で約 45分の距離にあります。道路は大分・臼杵方面

へは臼津バイパス(国道 217 号)が通り、車で大分市内までは約 1 時間 15 分となっています。また、

平成 13 年には東九州自動車道津久見インターチェンジの供用開始により、所要時間は大分市まで約

30分、福岡市まで約 2時間 30分に短縮され、さらに平成 27年の東九州自動車道佐伯以南全線の開通

によって、宮崎市までの所要時間が約 2時間 30分と大幅に短縮されました。 

気候は、瀬戸内式気候と太平洋岸式気候の両方の特徴をそなえ、大きな寒暖の変化はなく、比較的

温暖な気候に恵まれています。年間の平均気温は 16.5℃前後、降水量は 2,000ｍｍ前後です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2） 歴史・沿革 
津久見という文字が記された最も古い史料をみると、鎌倉時代建長 2年(1250年)に「津久見浦守八

幡大菩薩にやぶた三反を御供田として寄進される」とあります。戦国時代には大友氏の支配下にあり、

大友家 21 代義鎮(宗麟)は、キリシタン大名として熱心にキリスト教の教えを広め、晩年は津久見赤

河内に居を移し、1587年に波乱に満ちた生涯を終えました。江戸時代には、北半分が臼杵藩、南半分

が佐伯藩と市域が分断されていました。江戸時代から明治時代にかけて、ミカン栽培や石灰づくりが

進展しましたが、特に、大正 5年の日豊本線臼杵・佐伯間開通を契機に、ミカンの栽培面積が拡大す

るとともに近代的なセメント工業が発達しました。また、保戸島のまぐろはえ縄漁業も大正から昭和

にかけて日本列島全域から南洋へ進出し、こうした鉱工業や農業・水産業の発展によって、現在の津
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久見市の産業の礎を築いていきました。行政としては、明治 22 年に市町村制施行令により、四保戸

村・日代村・津組村・青江村・下浦村の 5 村となり、明治 25 年には四保戸村が分裂して四浦村・保

戸島村となりました。大正 10 年には津組村が、昭和 3 年には青江村がそれぞれ町制を敷き、昭和 8

年には津久見町・青江町・下浦村が合併して津久見町となりました。最終的には、昭和 26年に 1町 3

村(津久見町・日代村・四浦村・保戸島村)が合併し、現在の津久見市が誕生し、現在に至っています。 

（3）人口・世帯数 

本市の人口及び世帯数は、平成 30 年 3 月末日

現在で、17,956人、8,289世帯となっており、過

去 5年間の人口の推移を見ると、年々減少してい

る傾向にあります。 

世帯数 8,289 世帯 

 男  8,400人 

人  口 女 9,556人 

 合計 17,956人 

（平成 30 年 3 月末日現在住民基本台帳人口） 

（4）土地利用 

本市は、東を豊後水道に面した津久見湾を抱え 

もつような馬蹄型の市域をもち、北、西、南の三

方を山岳に囲まれており他市町と独立した地形

を有しています。 

住宅地は、海岸線の希少な平坦部及び津久見川、青江川、千怒川に沿った沖積層が中心となっており、 

これに山間及び海岸線、島しょ部の農漁村的な集落が加わっています。 

産業的な土地利用としては、市内全域の傾斜地を利用したみかん農業、津久見湾の湾奥から胡麻柄山 

を経て東南方向に石灰石採掘場やセメント産業、さらにリアス海岸に広がる漁業が中心となっています。 

本市の地目別土地利用の状況は、平成 28年現在で田畑が 8.41km2と最も多く、次いで原野、山林、宅 

地となっており、経年的には宅地がやや増加し、田畑が減少する傾向にあります。 

地目別土地利用面積の状況 

単位：km2 

地目 

 

面積 

田畑 宅地 山林 原野 雑種地 その他 合計 

平成28年 8.41 2.92 5.95 6.60 1.97 53.63 79.48 

注）「その他」は、道路・森林等。 

地目別の土地利用面積の割合 

 

注）地目のうち、「その他」は除いて集計した。         （ 資料：津久見市統計書 ） 
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（5）産業 

本市の産業は、平成 28年経済センサス基礎調査の産業別従業者数をみると卸売業・小売業が 1,253

人と最も多く次いで医療・福祉 1,157 人、製造業 1,067 人となっています。本市の産業の特色とし

ては、農業、漁業と石灰石・セメント産業があげられます。 

＜農業＞ 

農業は、みかん栽培が中心作物となっています。 

平成 27年の柑橘類の生産高は 764t、生産額は約 21,411

万円となっています。(JA おおいた県南柑橘選果場取扱い

による数値)みかんの他にも、果物や花きも盛んに栽培さ

れています。 

また、斜面に石を積み階段状に仕上げたみかん畑は、本

市の自然や景観を形作る大きな特色となっています。しか

し、近年はみかん栽培の低迷や農業者の高齢化などにより、

みかん畑の荒廃が問題になっています。                           千怒地区のみかん園地 

＜漁業＞ 

漁業は、豊後水道の豊かな漁場に恵まれていることもあ 

り、津久見湾周辺で沿岸漁業が行われています。 

また、保戸島を基地とする近海・遠洋まぐろ漁業及びブ

リやヒラメ等の養殖漁業が行われ、近年ではクロマグロの

養殖も営まれています。 

平成 25年度の漁家数は 342経営体、漁獲量は 8,691t、

漁獲金額は 509,277万円となっていますが、漁獲金額は

年々減少する傾向にあります。(漁業センサス調査及び農林

水産課による数値) 

また、昨今乱獲と環境変化の影響により漁獲量は減少         観音崎内海周辺のマグロ養殖場 

傾向にあり今日では「獲る漁業から育成管理する漁業へ」 

転換していることもあって沿岸の水質の保全は重要な課題 

です。 

＜石灰石・セメント産業＞ 

石灰石採掘業は、セメント産業と併せて本市の経済を支

える主な産業となっており、本市の基幹産業としても重要

な産業の一つです。また、平成 26年度現在の工業の製造品

出荷額は、セメント製造の窯業・土石が約 587 億円と市全

体の約 8割強を占めています。(工業統計調査による数値) 

今日では、工業技術の向上に伴い、セメント製造が市内

外の廃棄物処理や資源化に有効利用できる面をとらえ、環

境産業として発展していくことが期待されています。 

また、石灰石採掘跡地は、平地の少ない本市にとって貴      石灰石・セメント産業の工場群 

重な土地資源でもあり、その有効利用も期待されています。 

平成 28 年熊本地震の被災地復興や、2020 年の東京オリンピックに向けたハード整備によるセメ

ント需要が見込まれることから、鉱石生産量の増加傾向についても、ここ数年は維持されることが

予測されます。 
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２． 環境の現況 

 

（1）大気環境 
本市では、環境中の大気質の状況を把握するため、津久見市役所、青江小学校、堅徳小学校の 3地

点で、継続的に大気汚染物質濃度の調査を実施しています。 

二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質(大気中に浮遊する

10μm以下の粉じん)はほぼ環境基準※を達成しており、本市の

大気は大都市と比較すると良好な状態であると言えます。 

また、最近よく耳にする PM2.5(微小粒子状物質・大気中に

浮遊する 2.5μm以下の粉じん)※は火山・黄砂など自然起源の

もの、工場や自動車等から排出されたもの、揮発性有機化合

物・窒素酸化物・硫黄酸化物が大気中で化学反応を起こし生成

されたものであり、様々な原因によって発生します。例年、冬

季から春季にかけては PM2.5の濃度の変動が大きく、上昇する

傾向がみられ、夏季から秋季にかけては比較的安定した濃度が

観測されています。 

なお、津久見市では、降下ばいじん(10μｍ以上の粒子も対 

象とした重力により沈下する粉じん)の状況を把握するために、市内 7地点で調査を実施しています。

本市の降下ばいじん量をみると、合ノ元町では 5.4t/km2/月と他の地域と比べてやや高くなっていま

す。 

このことから、健康面からみた浮遊粒子状物質の濃度は高くありませんが、快適面からみて降下ば

いじんが高いために、ややほこりっぽさを感じる地域も見受けられるものと考えます。 

（2）騒音・振動 
騒音や振動は、工場内の機械、建設作業の機械、トラック等車両の通行といったものが問題になり

ます。 

これら騒音振動の問題となる工場（特定工場等）や建設作業（特定建設作業）については、法律に

より規制（届出）されており、本市では平成 28 年度時点で、特定施設の設置台数は、騒音 749 台、

振動 330台、特定建設作業の届出件数は、騒音 17件、振動 14件となっています。他の市町村に比べ

て特定施設の件数が比較的多く、空気圧縮機や送風機、土石用又は鉱物用破砕機等の施設が高い割合

を占めていることから、石灰石関連産業の工場や作業現場、これらに関係する車両などが騒音振動の

主要な発生要因になっていると考えられます。 

また、道路交通騒音については、幹線道路である国道 217号線で測定調査（中町、港町）が行われ

ており、環境基準を超えているところがあります。 

道路交通騒音の状況(平成 28年度) 

道路名 測定地点 

環境基準 

測定結果（dB） 環境基準（dB） 

昼間 夜間 昼間 夜間 

国道 217 号線 
中町 72 66 

70 65 
港町 64 57 

（ 資料：津久見市統計書 ）     

 

降下ばいじんの状況(年平均値) 

 

単位：t/km2/月 

測定地点 測定結果 

青江小学校 2.9 

岩屋口 2.9 

小園町 3.0 

入船区公民館 3.4 

合ノ元町 5.4 

西ノ内 1.9 

堅浦 2.6 

注）平成 28 年度測定値 

(資料：津久見市統計書)  
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（3）水環境 
 

＜水循環＞ 

本市は、山と海が近く、傾斜が大きいことと鉱山の採掘により自然の保水力が少なく、山に降っ

た雨は濁水を伴って短時間で海に流れ去ってしまいます。そこで、恵みの雨をできるだけ有効に使

用するため、ダムや池、営農用貯水施設を作り真水を蓄えています。 

また、雨のとき以外は河川の水が非常に少ないか枯れてしまうため、希釈や浄化作用が期待でき

ません。そのため、汚水が流れ込むとすぐに環境の悪化につながるおそれがあります。 

                                                                               

＜海域水質＞ 

津久見湾は、水質類型Ａ（最も厳しい値

を適用）と定められ、水質の監視をする観

測点を 4 点定め、水質を定期的に分析監視

しています。 

過去 5年間の化学的酸素要求量(ＣＯＤ)
※75%水質値を見ると、平成 25年度のみ環境

基準を少し超えているものの、他は、環境

基準値内となっています。他の地域と比べ

ると、臼杵湾とは同様な値となっており、

別府湾 (大分港)と比べると良好な水質に

なっています。 

 

 

津久見湾等のＣＯＤ(75%水質値)経年変化 

単位：mg/l 

水域名 調査地点 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成28年度 環境基準 

津 久 見 湾 

TSt-1 1.6 1.9 1.6 1.5 1.6  

TSt-2 1.6 2.0 1.7 1.5 1.4 2.0以下 

TSt-3 1.4 2.3 1.5 1.7 1.7 (Ａ類型) 

TSt-4 1.6 2.1 1.8 1.6 1.4  

臼 杵 湾 

USt-2 1.8 2.2 1.6 1.3 1.6 2.0以下 

USt-4 1.8 2.0 1.6 1.7 1.6 (Ａ類型) 

USt-5 1.7 1.8 1.5 1.7 1.6  

別 府 湾 

(大分港) 

BSt-4 2.0 2.3 1.6 1.9 1.9  

BSt-22 1.8 2.2 1.9 1.9 1.9 3.0以下 

BSt-5 2.0 2.1 1.8 1.8 2.0 (B類型) 

BSt-21 2.1 2.1 1.7 1.9 1.8  

（ 資料：大分県環境白書 ） 

  

年度 
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＜海の生物＞ 

海には海岸に沿って多くの藻場※があり、広い範囲にわたり複雑な地形と良好な水質が保たれ、

多様な生物が生息できる環境をつくっています。 

多様な生物の生息する環境は、生物に必要な栄養素の循環などが良好に機能し、密度の高いバラ

ンスのとれた生態系となって、高い浄化作用により海水をきれいな状態に保つと共に、魚の繁殖の

場、稚魚の育成の場として重要な働きをし、豊かな漁場を保つために欠かすことのできない存在と

なっています。 

＜水道施設及び生活排水処理施設※等の整備状況＞ 

本市の水道としては、上水道と簡易水道等があり、平成 29 年 3 月末現在の上水道と簡易水道の

給水人口を合わせると 17,884 人となっています。本市は、ごく一部を除き水道の給水を受けるこ

とができる状態になっています。 

公共下水道の整備が進んでいます。きれいな海を守るため、下水道の普及促進及び生活排水の下

水道への接続が望まれます。 

公共下水道等の未整備区域においては、生活排水処理対策として、合併処理浄化槽の普及促進を

図る必要があります。 

給水人口の普及率                      生活排水処理施設等の普及状況 

項 目 給水人口

(人) 

普及率 

(％) 

  項 目 普及人口

(人) 

普及率

(％) 

水  道 

上 水 道 16,780 97.9   生活排水

処理施設 

公共下水道 9,783 53.3 

 合併浄化槽 2,121 11.6 

簡易水道 1,104 100.0   単 独 浄 化 槽 4,471 24.4 

  く み 取 り 1,966 10.7 

注） 水道の普及率は、「各給水人口/各計画区域内人口×100」から算出。 

   下水の普及率は、「各収集人口/市人口×100」から算出 

（ 資料：津久見市上下水道課・環境保全課 ） 

 

●TSt-4 

●TSt-1 

●TSt-3 

●TSt-2 
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（4）植物 
津久見湾は、リアス海岸(溺れ谷地形)であり、山が海に迫

って凹凸の多い複雑な海岸線の自然海岸が多く残っています。

これらは貴重な自然環境であるため、半島部と島のほとんど

の海岸線が日豊海岸国定公園と豊後水道県立自然公園に指定

されています。 

本市の植生は、半島部や山林の傾斜地にはみかんなどの果

樹園が多くを占め、さらに山の尾根に向かってシイ・カシ萌

芽林やスギ・ヒノキ植林が広がっています。また、江ノ浦以

東の半島部と黒島、沖無垢島、地無垢島にはヤブツバキクラ

ス域自然植生（ウバメガシ－トベラ群落など）が残されてい

ますが、市全体としては住宅用地や工業用地の開発、農地の

開拓により自然植生は少なくなり、現在では断片的に残され

ているのみとなっています。 

また、尾崎小ミカン先祖木は、樹齢 860 年を超える国の天

然記念物に指定され、姥目、千怒新地のウバメガシや網代の

アコウは、県や市の天然記念物に指定されています。 

 

（5）動物 
環境省の自然環境保全基礎調査結果によると、シイ・カシ萌芽林やウバメガシなどの樹林が山の尾

根沿いに連続し、野生動物が行き来しやすい環境が保たれているため、山にはシカ、イノシシ、タヌ

キ、アナグマ、ニホンザルなどが生息しています。 

また、本市の高浜海岸は、大分県レッドデータブックの絶滅危惧ⅠＢ類に選定されているアカウミ

ガメの産卵場所となっていますが、大分県全体としても県南部の自然海岸の人為利用が進み、また夜

間照明などのため上陸産卵が妨げられ、産卵上陸個体の減少が顕著となっています。 

 

 (6)廃棄物(家庭ごみ) 

本市では、可燃ごみを焼却処分しないで資源と

して再利用するために、ごみ処理施設ドリームフ

ューエルセンター(ごみ固形燃料化施設)で可燃

ごみを加工して固形燃料を作っています。 

固形燃料を作るときに本市特産の生石灰を加

えるＪーカトレル方式を採用したことにより、可

燃ゴミから水分を除くのを助け、固形燃料の保存

性を良くしています。 

また、固形燃料は、本市の主要産業である市内

の太平洋セメント㈱大分工場の燃料として使用

され、その灰もセメント原料として利用されてい

ます。 

本市における過去 5年間の年間可燃ごみ収集 

量の状況は、徐々に減少してきており、1人 1日           （ 資料：津久見市環境保全課 ）                           

日見・冠地区みかん畑と樹林 
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当たりの可燃ごみ収集量は、平成 25 年度では 471g、平成 29 年度では 466g のごみを出しています。

最も環境にやさしいことは、ごみの発生を少なくすることです。 

また、ごみの原料には、カンやビンをごみにせず資源として回収して、再使用するための廃品回収、

分別収集や、ごみを増やす過剰包装を避けるなどがあげられ、そのためには市民の協力が必要です。 

 

(7)景観 
海に近く、早くから石灰石が採掘され、採掘の終わった水晶山跡地に平成 13 年東九州自動車道津

久見インターチェンジが完成し、本市の新しい玄関口が誕生しました。 

石灰石採掘により生まれた広い平地を有効に利用して建設された津久見インターからは、東にセメ

ント工場、西に石灰石採掘場(胡麻柄山など)が見え、水

晶山跡地の景観と共に石灰石関連産業の歴史を感じさ

せる存在となっています。 

一方、半島部では、リアス海岸特有の入り組んだ地形

と、きれいな海に恵まれ、天気の良い日には無垢島や遠

く四国を眺めることができます。特に、四浦展望台から

の眺望は、本市を代表する美しい景観を望むことができ

ます。 

また、離島「保戸島」は、狭い平地で急傾斜地にコン

クリート造りの住宅がひしめき合い、異国情緒が漂う、

その景観は水産庁の「未来に残したい漁業漁村の歴史文化 

財産百選」にも選ばれています。そして、深い入江による波の静かな浜辺ときれいな海は、観光拠点

の「つくみイルカ島」をはじめ、観光資源としても価値の高い存在であり、市民の憩いの場所を与え

ています。 

 

 

  

四浦展望台からの眺望 

上青江畑地区から津久見インターの眺望 
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３． 津久見市の環境上の課題 

本市の環境の現況、市民や事業者へのアンケート調査結果【平成 28 年 9～10 月実施】(資料編参

照)などから、環境上の問題点や将来の環境づくりのポイントとなる事項について整理した結果は、

次のとおりです。 

分  野 保全及び創造すべき項目 

 

 

 

 

 

生活環境 

 

 

 

・ PM2.5など大気に関する危機事象への迅速な対応 

・ 生活排水等の汚濁防止対策と処理施設整備などの推進 

・ 河川浄化に関する周知啓発 

・ 公共下水道の整備と接続の推進 

・ 合併処理浄化槽の設置促進・支援 

・ 浄化槽の適正な維持管理に向けた啓発・指導の強化 

・ 工場・事業場におけるエネルギー利用の効率化や良質燃料への転換など大気汚

染物質排出量の削減指導 

・ 道路交通等の騒音・振動防止対策の推進 

・ 悪臭・振動防止対策への実施・徹底 

 

 

環境活動 

 

・ 地域住民やボランティア団体による環境美化活動 

・ 市民、事業所、地域等が自主的に行う環境保全活動への支援 

・ イベント開催への参加促進を図ることによる市民の環境保全意識向上 

・ 環境教育の場としての自然の活用 

 

 

 

地球環境 

 

 

・ 環境にやさしいごみ処理の整備 

・ ごみの排出抑制の徹底(30・10運動、ダンボールコンポスト※、コップ一杯の水

切り作戦※など) 

・ リサイクル製品、エコ製品の活用、マイバック運動※の推進 

・ 循環型社会実現に向け“５Ｒ運動”の推進 

・ 廃棄物を循環資源と捉えた処理体制の継承 

 

 

 

 

都市環境 

 

・ 津久見市独自の景観の保全 

・ 景観計画の策定など景観整備のための推進 

・ 自然の眺望を活かした都市景観づくり 

・ 排出される廃棄物と再利用のニーズを把握した新たな再利用の取組の促進 

・ 環境保全型農業※の推進 

・ 津久見ならではの「石灰石・セメント産業」体験観光の実現 

・ 「西日本一」の桜観光実現に向けた取組の推進 

・ 「我が国でも希有な景観」である「鉱山・工場・港湾」景観の整備 

自然環境 

・ 多様な動植物の生育・生育環境の確保 

・ 多様な生物を育む健全な海岸環境の保全 

・ 貴重な自然森林等の生息・生育環境維持・存続の創出 

・ 防災及び水源かん養機能※を有する森林の適正管理の促進 

・ 特定の環境でしか見られない動植物の保護 

・ 学術的価値が高いなど厳重な保全が必要な地域や、貴重な自然資源がある地域

の保護 

 


