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津川癖齢三晒区域とも盆地の劇1辮貯数綜疏とン麟1篤て

いる。
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童癒餐1調三蕊欝騨鱒i報　（繋“！誌護1　第　叢　畢y）

麟の確認、愚が少ないこと，炭質が繊悪賎　との獄か，、無

盤に厚さ窯鵜内外覇穐較醜牽麟墾脆弱な凝探岩が必ず発
鷺熱、てい妻．）敦め靴採、欝条件が悪い、ぎ、、、、挙、考／隔ぐ，稼行の対

象ンうら除外レた．憲た鰭翻、1・3番麟・慕番層・犠翻轡

などのオ蒙麟も今癒幾の掌，灘蕪鞍二よ鰐二）》ぐは蒲慧薮ン甑接こ1駅∫誉1濁舞と

しで取り、を二げられ，覧欝能橿鋳残麟ゼごいる，膳　今繍ン，よ…

応炭頚．謝・算から除外した，，

　な・慧揮ぎ議濫したように蕪璽爵罐鞍よ柵1二1艦に鋸韓鰹毒虞疑拶ミ嬉垂をい

た隷いて慧嘩）めて欝繰擬驚で凝）篭）治鉱葺そのほ藩》》炭壌書，よ差楚

簿．1のかざりや上下盤に特微を欠いている燕，撫，断／、馨多

いこと，蓑土）厚いこと，簸すべ紅）によ難）堆糠物が多い

ことから，一一一般矯灘，抑追跡・判定は懸わめ瞬翠灘で議．

つた．

　響畷巌鷺
　大部分は粉炭状のll蓑謙融Pl）灘禰炭ぐある導露頭寒、獄び

一一一部筑内轡鎌集レた試料の工業分繕結築は第2表のとお

か　）る費

　燐葦衷観、よ瀬1．費婁・各炭層とも灘襲、歎纏大誰餐難野叙灘痴γ養｛矯○

撒！ラ　都覧炭霧藻葦致盲よ7夢慕叡）一＄う轟嬢）嬢1で夢　灰　 1算蓑墓講嚢

（」総蟹欝（鷺善蕾〉　の炭質の分聾菱に、塁、れ1、賓，　炭緩は一一遍黄

に鷺～襲である。寒た大部分は非粘結であるη影微粘～

璋麟翁，とき観粘結／生を派噂輔も〉もあ署）。この瀦藷誉姓iが局

鶉粕勺なものかど・う藩蒸捻襲ξ賓騰欝讐蒸笥足で著突蓼葦1で麦）る。

　謬轟嶽量
　今回韓一・応姦番麟と暮番麟のみに　》いて叢齢｝

が婁　毒噸麦さら続オ炎層調鶴、・）騨蓄度測たかめるた図）婁　4『欝

屡秘惑番準、1の炭量のチエツクを肴なうことが必要であ

る．また婆番麟・§番簿以外の炭層翻欝豊鴨ることによ

つて葬そ薄％らの炭攣諏）う魁で難箏タ涯1勺あ絡いはか㌧　りくノ．）鑓婁

囲総晋）ゾごつて凝i葺学できるもの、馨認め）津もる貰丁霧雛生も充養ン

予想きれる。

　炭麺．計算におけ樹炭丈は，調蒸　）騨鍵を蓄慮に入れ

で夢擁鱗類算肇欝瓢1羅勢とした。，

　炭；計鋒区城は3区分し穿山神沢断麟瑠，顯を炭i韓川区

域，き遵．1神沢断罐、ご浦臼沢溺断／灘縄を駐、的沢区域㌻鐵た浦

臼獣1鑓群以北と浦獲！沢霧魂断層以褻ζの区域を浦l　l沢

区．域とした，，なお炭霞川糞霧魯断1婁1の穫難欝．購覇査不充分の

泳甲め炭岡迩噛、，垂．鐸基盤をもたないので遭炭　汁タ1二区域から除外

した。療た晩生内断層以1鼠の区、域は，新第三系分箸f区重或

下に難戸灘が伏撫肩麹1＿擁有／一るミニと治鼠充分推1貯　き

るが，こ欝臓、も計算資料がなく将来の欝題として炭蓋｛計算

方・ら1象タトし、承こ，、

　なお淡叢、計算結果　（第3畿）および参考資料　（第憩

図・第慧1郵　については当所聡燦謙資斜とし“ぐ蘇存し

訟＞表しなレ、、、

蘇．鉱懸闘係

　調、盤地域内の釧践関係轄第誌爽（鉱区関係）嚢よび第

類図／｝舞笥したとおりである．

響．畿　鉱

　灘郷詐1二昭二）炭輪聡は，新聚井江炭鉱浦臼雛、．、ノ讐および

ξ芸ヲ1繊蠣雛）窯炭鉱があ　て，ぞれぎれ小登1膜に採掘して

レ、瓠）、）

　響．蓋　新棄井灘凝鉱憾韓鉱業漸

（石騎：瞬概、奪玖権登．録篤27・畢，1鶴鉱権愚中村初一一）

　・，肇雛認、麟い　稼響抗は第窯坑のみで，稼肴炭騰は群番醒

！講還／　礎ある。‘窮隻麟箇まil三i蟹墓で章稀、争至した巌羅靴暮灘劉轡

である，，本調　籔閥もなくれ的沢沿いの矯鉱眠齎選炭場

近く轍新し、く斜坑凌開坑し，4翻1、写の採掘に灘手した。

　脚災翼は調査当1痔原炭で鱒！，§○叡繰麓である。

　㌢．慧灘罫幾鉱

（灘狩國搬撫登録鋳蓼磁欝弩，鉱漿擁，轡池守保徳）
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