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(1) 流域の概要
よ しの がわ

あが わぐ ん

吉野川は、その源を高知県吾川郡
かめ がも り

の 瓶 ヶ 森 （ 標 高 1,896m） に 発 し 、四
しきいわ

国 山地に沿って東に流れ、敷岩にお
あなないがわ

い て穴内川を合わせ、北に向きを変
どうざん

い

や

えて 四国山地を横断し 、銅山川 、祖谷
川 等を合わせ、徳島県池田において
い わ づ

再 び東に向かい、岩津を経て徳島平
野 に出て、大小の支川を合わせなが
吉野川上流域(源流部)

ら 、第十地点で旧吉野川を分派し、

紀伊 水道に注ぐ、幹川流路 延長194km、流域面積3,750km 2の一級河川である。
池田上流の吉野 川は、山間を流れ 、大歩危・小歩危で渓谷 を形作り、河床勾配も
1/400程 度と 急峻で あり 、池田 から 岩津 間で は谷底平 野が 形成さ れ、河 床勾 配も1/800
程度 と緩くなる 。岩津から河口は 、河床勾配も1/1,100程度と一段と緩流に なっ ている 。
また、吉野川流 域は、四国4県に またがり四国 全域の約20％に相 当する広さを 持ち、
下 流域 には 徳島 県の 拠点 都市 であ る徳 島市 を擁し 、四 国に おけ る社 会・経 済・ 文化の
基盤 を成している。
さらに、吉野川 の流水は高知県、 愛媛県、香川県 に分水されてお り、四国4県 にわた
る広 域的な水利用が行われている 。
いしづち

吉 野川流域 は、豊かな 自然に恵まれ ており、源流 付近に石鎚国定 公園、中央部に
つるぎさん

剣山 国定公園等がある。

図− 1.1.1

吉野川水系流域図
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銅山川流域（富 郷渓谷 ）

吉野川中流域
太刀野・ 加茂箇所：河口より64km付近

吉野 川下流域（河口 ）

旧吉野川流域（旧 吉野川・今切川 河口）

(2) 地形
流域は、下流に 見られるわずかな 平野のほかは 起伏の多い山地で 占められ、平 地
480km 2に対し山地は3,270km2であ る。
流域 の南 側の 山地 は、 剣山 を最 高峰 とし て急峻 な山 嶺が 並ぶ 壮年 期の地 形を 呈して
いる 。各山嶺は 、地質構造に支 配されて 、東 西ないし東北東から西 南西の 方向をとる 。
ま た、 北側 の山 地も 、南 側に 並走 し東 北東 から西 南西 に連 なる が、 比較的 緩や かで低
い。

出典：国土交通省国土地理院編集「日本国勢地図」

図−1.1.2

吉野川流域の地形
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一方 、吉 野川 下流に 広が る 平野部 は、 地盤 高が吉 野川 の計 画規 模の洪 水時 におけ る
水面 より低く、潜在的に破堤氾濫によ る被災の危険性を有する。

図−1.1.3

徳 島平野と吉野川の関係

(3) 地質
流域 の地 質は 、池田 下流 の 本川及 び支 川銅 山川に 沿っ て東 西方 向に延 びる 中央構 造
さが ん

けつがん

い ず みそ う ぐん

線 によ り区 別さ れて おり 、そ の北 側に は、砂 岩・ 頁岩 等か らなる 和泉 層群 、南 側には
さん ばがわ

結 晶片 岩類 から なる 三波 川帯 が分 布し てい る。さ らに 、三 波川帯 の南 側に は古 生層か
ら なる 秩父 帯が 広が って おり 、こ れら の地 質構造 に起 因し た破砕 帯地 すべ りが 多く見
られ る。

図− 1.1.4

吉野川流域の地質
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(4) 気象
流 域内の気候は、一部の高地を 除いて、平均気温は14℃〜 16℃と 温暖である。
また、上流の山 間部は、年降雨量 が3,000mm以上に達する多雨 地帯であり、降 雨量の
大 部分 が梅 雨期 と台 風期 に集 中し てい る。台 風来 襲時 には 、西 から東 へ向 かう 流程と
台風 経路が、同一方向となることが多 いため洪水が発生しやすい。

図−1.1.5

吉野川の年雨量 分布図(統計期間1971‑2000)

(5) 流域の人口
吉野 川流 域は、徳 島市 をは じめと する 12市14町2村 (平成 18年3月現在 )から なり 、人
口は 約64万 人（平成7年国勢調査）である。
流域 内人 口の 推移は 、近 年 横ばい 状態 であ る。ま た、 流域 面積の 15％ に相 当する 想
定 氾濫 区域 内に は、 流域 内人 口の 約70％に あたる 約45万人 が、 集中し 居住 して いる。

図− 1.1.6

吉野川流域の人口
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(6) 土地利用及び産業
流域 の土 地利 用区分 は、 山林 が78.5％ 、水 田や畑 地等 の農 地が 15.1％、 宅地 等の市
街地 が4.6％、河川等1.8％となっ ている。
流域 の産 業を みる と、 農業 分野 では 、吉 野川下 流域 の平 野部 にお いてレ ンコ ン、ニ
ン ジン 、か んし ょ、 ダイ コン の生 産が 盛ん であり 、冬 季の 温暖 な気 候を利 用し て阪神
地域 を消費地とする都市近郊型農 業経営への移行が進み つつ ある 。また 、水産 業では 、
ス ジア オノ リや アユ の養 殖が 盛ん であ り、 その生 産量 は全 国有 数で ある。 製造 業につ
い ては 、旧 吉野 川流 域を 中心 とし て、 豊富 な水資 源を 利用 した 化学 工業、 食品 業や電
気・ 機械器具、紙加工品業、木製 品、家具製造業等が分 布している。
高知 県、 愛媛 県内 の吉 野川 流域 はほ とん どが山 地で あり 、森 林の 生育に 適し た自然
条件 を活かした林業等が営まれて いる。

図−1.1.7

土地利用

(7) 交通
流域 内の 交通 網の 整備 状況 を概 観する と、 鉄道に つい ては 、JR土讃 線、 JR徳 島線が
高 知県 大豊 町か ら徳 島市 まで の吉 野川 に沿 って整 備さ れ、 JR高 徳線 が下流 部を 南北に
横 断し てお り、 沿線 の各 地域 を結 ぶと とも に高松 市や 高知 市方 面等 の四国 内他 地域と
通じ ている。
一方、道路につ いては、四国4県 を結び本州四 国連絡高速道路を 通じて全国へ 通ずる
高速 道路である四国横断自 動車道 、四国 縦貫自 動車道をはじめ 、国道11号 、国道32号 、
国道 192号等の幹線道路が 縦横に 整備されている。
旧吉 野川 ・今 切川 の河 口部 に位 置す る徳 島空港 には 、東 京、 名古 屋、福 岡路 線が就
航 して おり 、現 在、 国土 交通 省を 主体 とし て、飛 行場 拡張 整備 事業 を実施 して いる。
また 、旧 吉野 川の 河口 付近 は地 方港 湾粟 津港、 今切 川の 殆ど の区 間が地 方港 湾今 切
港 とし て、 河川 区域 と重 複指 定さ れて いる 。両港 の周 辺に は、 工業 地帯が 形成 され、
徳島 県における工業の拠点として 重要な役割を果たして いる。
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