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て低地を占め，地域の西部から南部にわたり，多くの盆・

地に分れて堆積している。洪積層は基盤岩類および宇部

層群を覆つて主として炭田南部に分布している。

調査に使用した器械は携帯用ガイガー計数器で，その

型式は医理学研究所製D　C－P3型である。

調査の方法は岩石の自然露頭において放射能強度を測

定したもので，放射能強度の表示は岩石の放射能強度の

　　　　　　　　じせいじ計数値と宇部市厚東区持世寺（宿舎）における自然計数．

値との比率をもつてした．

　この調査地域内ではとくに放射能強度が著しく高い地

層はみいだされなかつたが・しいていえば㌧自然露項にお

　　　　　　　　　　　　　ふたまたせ　よしわ
いて比較的高い計数値を示した宇部市二俣瀬善和および
　　あ　じす
吉敷郡阿知須町万年池付近の花崩岩に囲まれた小堆積盆

地に分布する宇部爽炭層基底部の砂岩層は一応注目すぺ

き地層と考えられる．

1。緒　　言

　1．1．調査目的

　宇部市西宇部栄和鉱山では花闘岩を貫く含タングステ

ン石英脈中で放射能異常が確認されており，また昭和32

年3月に山口県南西部地域自動車放射能探査の結果，宇

部市北方において相当放射能強度の高い花嵩岩地帯が認

められた。本調査は，この花商岩を木整合に覆つて分布

する堆積岩層中の放射能強度分布を明らかにし，放射能

異常地を探査することを目的としたg

　1．2　調査員および期間

　　調査員　曾我部正敏・鈴木泰輔

　　調査期間昭和33年3月3目～3月31目

　　　　　調査実目数　20日間

　1．3　使用測定器

　今回の調査に使用した測定器はガイガー計数器で，医

理学研究所製D　C－P3型である。

　L4、調査の精度

　調査には広島通商産業局宇部石炭支局において埋蔵炭

量炭質統計調査に際して宇部地方地質委員会で編輯した

2万5千分の1地質図（未公表），5万分の1宇部およ

び宇部東部両図幅を参考として地質概査を行ない，これ

とともに各地層の自然露頭において放射能強度を測定し

たσ

　調査にあたつては，この地域の地質について宇部興産

．地質第1課長松本隆一および瀬戸弊之両氏か昼御教示を

うけ，有お地質図その他の資料を貸与された宇部石炭支

局吉本淳技官に厚く謝意を表する次第である。

2．位置および交通

　調査地域は山口県の南西部に当り，宇部炭田の東半部

　に位置する。小野田市・宇部市・吉敷郡の大部分と山口

1市・厚狭郡の一部にまたがり，東西約20km，南北約20

　kmめほぽ正方形をなす地域である。調査地の中央部を

　山陽本線が東西に走り1海岸に沿つて宇部綜・少野甲線

　が，西宇部から船木までは船木鉄道炉通じている。また，

　道路網は良く発達しており，主要都邑問にはほとんどバ

　スを通じているので交通は至便である。

3．　地　　形

　地域中央部の霜降ケ岳（250．2m），本山半島の竜王山

（136．2m）の急峻な独立山を除けば全般にわたり100m

以下の比較的平坦な丘陵地帯で，その高さは北から南へ
1
と
周
防
灘 に向かつて次第に低くなつている。

　地域内の西部には有帆川および厚東川が南西に流れて

周防灘に注ぎ，これら河川の河口付近に沖積平野を形成

し，この平地には宇部市・小野田市等の都市が発達して

いる。
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本地域内には先第三系の基盤岩類・古第三系および第

四系が分布し，これらは互いに不整合関係にある。

基盤岩類のうち最も古い地層とみなされているものは

宇部市市街西方および本山半島に分布する三郡変成岩類

（古生層）で，結晶片岩類からなる。これらの変成岩に

は撒騰岩～蛇紋岩・輝緑岩等の塩基性岩が逆入し，両者．

はきわめて密接な関係をもつて分布している．中生層は

地域北部の厚狭郡楠町船木・楠町万倉付近に分布する三r
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