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治山と治水

河田五郎
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治山もしくは治水という言葉がよく使われるが，その意味するところは，

時と場合あるいは人によって必ずしも同じではないようだ。治水については

概念的にややはっきりしているが，治山の方は定着した概念が未だ確立して

いないともいえる。

ではこれらの言葉がし、っ頃から使われるようになったか，古い時代のこと

は問わないことにして，明治以降公的に使われた記録をたどってみよう。明

治新政府ができてから間もない明治4年 2月，太政官より各府藩県に治水方

規の制定が宣達された。これは河川の管理と修築について規定したもので，

おそらく治水の語が法規にあらわれた最初で、あろう。次いで明治8年7月内

務省、から堤防法案が提案され，これにも 「本邦治水の制未だ其詳を得ず」な

どの言葉が使われている。明治29年 （1896年）河川法 （旧）が制定された。

条文には治水という言葉はないが，治水を目的としたものである。翌明治30

年 3月には砂防法が公布されたが，その第 1条には 「砂防設備と称する主務

大臣の指定したる土地に於て治水上砂防の為施設するものを謂い」とあり，

他の条にも治水の語がある。同じ年最初の森林法が制定され，保安林制度が

発足したが，条文には治山あるいは治水の字はない。しかし保安林の目的と
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して水源かん養とか土砂かん止とかし、う言葉があり，治山なり治水の内容を

あらわしている。

明治40,43年と続いて全国的に大水害が起こり，治水事業の拡張の要請が

強くなったので．時の内閣は43年10月 （1910年）臨時治水調査会を設け，治

水対策について審議した。内務大臣を会長として．委員45人で構成され，関

係各省および貴衆両議員その他が参加していた。政府から提出された議案

は，河川改修に関する件，砂防計画に関する件 （以上内務省）および森林行

政上治水に関係ある施設に関する件 （農商務省）であった。調査会の答申に

基づき，明治44年度より長期計画として治水事業および森林治水事業が開始

されたのである。事業名として初めて正式に治水という；誌が使われたものと

忠われ，特に森林治水という言葉はこの時から始ま ったとしてよし、。

昭和時代にはいり，昭和 9,10年と各地で大水害があり ，その防備策の協

議のため関係官庁の技術官をもって水害防止協議会が設置された。その決定

事項の中に次の項目がある。 「治山は治水上重大なる影響あるを以て水源 山

地に於ける森林の保護，無立木地の造林， 荒廃林地の復旧、 渓流の砂防に関

してはさらに一層その施設を拡充すると共に之が助成を｜可lることJ。治山と

い う字句が公的にあらわれた最初のものであろう。

昭和10年度で第 1期森林治水事業が終わり ， 1年おいて昭和12年度から第

2期森林治水事業が始まり、同時に第 1期災害防止林業施設事業が新たに設

けられたが，未だ治山という 言葉は用いられなかった。ただ森林治水事業の

推進民間団体として帝国治山治水協会が，昭和12年 9月に創立されている。

筆者は昭和12年4月山林局に就職し，山林局直轄工事に従事したが，部内で

も治山という言葉は一般には使われていない。

戦後，昭和22年 4月皇室の御料林と北海道固有林が農林省所管に統合さ

れ， いわゆる林政統ーが実現した。農林省に林野局が設けられ，その下に治

山課が置かれて， 森林治水事業関係と保安林を管掌することになった。組織

の上で治山という誌が現われた最初で、ある。翌23年からは新たに治山事業の

名称で林野保全の事業が公共事業として開始され．治山とい う名は一般化す

るこ とになった。しかし正確にいえば治山事業とい う子算上の名称 であ

り，「治山」そのものの規定ではなかった。

昭和28年の全国水害のあと，政府は水害の予防対策の実施を促進するた
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め，治山治水対策協議会を設けて，審議を重ねた。 「治山治水」と重ねた 言

葉が公的組織に用いられた最初で、ある。この時から治山治水という呼名が多

く使われるようになり，この協議会にて治山治水基本対策要綱が昭和28年10

月決定され，治山治水の指す内容が明らかにされた。

昭和34年9月，伊勢湾台風により水害史上最大の5,000人とし、ぅ死者を生

じたので，これを契機として治山治水事業の長期計画を制度化するこ とにな

り，昭和35年3月治山治水緊急措置法が公布された。この中で緊急措置法に

指す治山事業，治水事業とは向かと定めてある。ここで初めて治山という語

が法律にあらわれたのである。以来，治山治水事業は長期計画として進めら

れ，最近では公共事業の予算の枠として治山 ・治水は別個になっている。

以上の経緯をながめてみると，明治期は治水とい う観念で通し，明治の末

に森林治水事業が始ま ってから，山地森林に対しては森林治水の語が漸次使

われる ようになり，戦後治山事業の開始と共に治山とい う語が公的に用いら

止1てきて，治水と対比されるような状態となったと解してよいであろう。

( 2) 

昔から治水の実を挙げるには，単に河川下流部の修築だけでは困難で，上

流の砂防あるいは水源山地の森林の育成保全が必要であることは識者にはわ

かっていた。河村瑞賢も徳川幕府より淀川の治水工事を命ぜられ，流域各地

を調査の結果，同様のことを献議したといわれる。明治初期より主要河川に

ついて治水工事が始まり，河川修築と共に砂防工事が施工され，淀川・ 木曾

川流域等で、行なわれたが，全般的にみれば局所的のものであった。愛知県下

を例にとると，明治11年より 3ヵ年間内務省、直轄砂防が瀬戸方面で行なわ

れ，明治18年から32年まで県営砂防が実施されたという。

明治30年砂防法制定により，同法に基づく砂防事業が各地で行なわれるよ

うになった。一方山林行政としては，明治15年伐木停止林が設けられ，国土

保全上必要な森林の伐採は停止されたが，その数はごくわずかであり， 従来

から償習で禁伐になっていたところを指定したようである。森林法の制定に

より保安林が設けられ，伐木停止林は自動的に保安林に編入され，J]ljに新た

に保安林となった森林もあったが，積極的に保安林機能の強化についての措

置は行なわれなかった。
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したがって明治43年の臨時治水調査会において，農商務省、として国土保全

について意欲的な施策を提示したとみてよい。その内容は次のようであ っ

た。

保安林編入の促進，開墾の禁止制限，保安林標柱の建設

11 荒廃地復旧事業の施行（地盤保護工事および地盤保議植樹）

111 公有林野の造林奨励，入会林野整理

IV 森林組合の設立

v 森林測候所の設置

VI 治水上必要な禁伐保安林および禁伐保安林とする必要のある森林の菌

家買上

審議の上第 1期森林治水事業が発足したが， これが現在の治山事業の出発

点となっているので少し検討してみよう。

a. 荒廃地復旧：農商務省令にて公布された荒廃地復旧費補助規則による

と，治水上重要の関係ある公有，社寺有およひ私有に属する保安林または森

林法第 107条に依り造林を命じたる土地の荒廃復旧に必要なる地盤保護植樹

費および地盤保護工事費に対し本則の定むる所に依り補助金を交付するとあ

る。ここで対象が治水上必要な保安林と限定してあ り，目的は保安林として

必要な機能の整備にある。荒廃地に保全上必要な内容の森林を造成し， それ

によ り土砂かん止などの機能を期待するもので，地盤保護工事はそこに至る

までの手段と考えている。 この点は砂防事業の発想と異なっており，この思

想は根本においては今日の治山事業にも引継がれている。

b. 公有林野造林： 当時府県の公有林野面積は 350万町歩あり，全森林の

21%を占めていたが，林相疎悪のものあるいは無立木地が多く，治水上憂慮

すべき状態であったので，補助金を交付して造林を行なわしめた。なおその

前提として入会林野の整理と部落有林野の町村統合をすすめたが， これは非

常に困難な仕事であった。

c. 森林測候所の設立 ：当時日本の山岳地帯の気象はほとんどわかってい

なかった。森林の水源かん養機能を期待するにしても，そこにどれほどの降

水量があるかわからなければ話にならない。よって計画では全国に60ヵ所の

森林測候所を設げ，気象の観測を行なう ことにしたもので． 今から考える と

先見の明があったものといえよう。しかし実行は計画通 りにはゆかなか う
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た。これは林業試験場に所属した。

その他森林組合設立の補助，開墾地の再造林に伴なう損害の補償などが含

まれ，多岐にわたる森林治水施策が盛られていた。ただし保安林の国家買上

は認められなかった。しかし 18ヵ年間継続事業の総経費（国費）は当時の

金で 1,634万円で十分とはし、えなかった。計画によると荒廃地復旧は4万町

歩，金額にして 400万円， 公有林野造林は49万町歩，金額は 563万円であっ

た。これに対し内務省所管の治水事業費は 1億 7,674万円で，その1/10に過

ぎない。なお砂防費も国費で 1,243万円計上され，荒廃地復旧費の 3倍とな

っている。

実施に際して数回事業年限の繰延べがあり，結局昭和10年度まで延長され，

25ヵ年聞の事業となった。実施金額も若干増額されて， 2,586万円になった

が， 1ヵ年当りの経費はあまり変わらない。第 1次世界大戦後の物価上昇が

あったので，実質事業内容は当初計画にくらべ縮減されている。

引続いて第2期林森治水事業が計画されたが，昭和11年度は議会解散のた

め実行予算を編成したので，長期事業は見送りになった。それで翌昭和12年

度から23年度までの12ヵ年継続事業として発足したが，支那事変の発生から

太平洋戦争に進展したのでその実施は多難をきわめた。この事業の構想、は第

1期と大差ないが，荒廃林地復旧事業の占める比重が増大したこと，および

事業量は少ないが，新たに水害防備林と遊水林の造成が計上されたことが注

目された。水害防備林は保安林の一種にあげられているが，この事業は河川

沿岸において堤塘のない個所の農地保護あるいは堤塘の防護のために林帯を

造成するもので，林帯，特に樹幹の物理的抵抗によって河水の氾濫の勢力を減

殺して，農地の被害を軽減することを目的としている。この考えは今までの

森林治水の考えと異なり，林帯を一種の構造物として扱うものであった。森

林が成長するまでは場合により護岸工または堤防を必要とすることもあり，

取扱上問題を生じたことがあった。遊水林は直接洪水調整を目的としたもの

で，山間部に天然の地形を利用してダムを築設し，洪水時には流量の一部を

貯溜して下流の洪水の阻止を企図した。そして洪水敷内に造林して森林とし

て利用するというものである。外国の遊水地帯内の森林から着想を得たもの

であるが，当時内務省において河水統制事業が始められ，ダムによる洪水調

節が実行段階に移った時なので，いろいろ問題を起こしたものであった。
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同じ昭和12年度から始ま った災害防止林業施設事業は，森林の防災機能に

より局部災害の防止軽減を企図するものであった。すなわち海岸砂防造林，

防風林造成，防潮林造成およびたい雪防止林造成である。いずれもそれぞれ

の目的をもっ保安林種に対応するものであるが，森林の成長までは若干の土

木的工事あるいは工作物を必要とする ものもあった。さらにこの事業に地す

ベり防止が試験的段階として加えられ，農林省直結事業として行なわれるこ

とになった。昭和6年から荒廃林地復旧事業として数カ所で事実上地すべり

防止工事を行なって きたが，正規のこの名称を使うのはこれが初めてで， 国

鉄当局が保線上鉄道沿線の地すべり防止工事を行なっていたのを除けば，諸

官庁のうちで最初の企てであった。また地すべり防止には森林の機能を期待

することは無理なので，土木的施工が主体を占めた。この事業は第 1期5ヵ

年間で，昭和16年度で終わり，引続き第2期事業が17年度から始められた。

この時新たに林野崩壊予防事業が加わったが，現在の予防治山の先駆をなす

ものといえよ う。

戦争の進行と共に，資材労力の不足あるいは予算削減のため事業は縮小さ

れて終戦を迎えた。

この間戦争の進展に伴ない，戦時用木材の供給のため保安林の解除申請が

殺到し山林局ただ 1人の保安林担当者として筆者はその処理に忙殺された

が，実際に伐られた保安林はその何倍かに達したと思う。終戦間近になると

申請も無くなり，自由に処置されていたようであった。

森林治水事業の開始から終戦まで35ヵ年の経過をみると， 森林政策におけ

る国土保全は保安林を基盤と して，その内容の充実と，公有林野の林相整備

に重点が置かれ，治水のため森林の果たすべき任務の遂行ということが指標

であったように思われる。後期になって森林自体による災害の防止力の増強

のため災害防止林業施設が加わったが，その実施期間は短かかった。

( 3) 

終戦を迎えたその秋，日本本土は枕崎台風災害をはじめとし再度にわたり

大水害を受けた。特に西日本各地の被害は大きく多数の死者を生じ これで

は国敗れて山河無しの状態であったが，山林局ではこの時藤村重任技師が軍

務より復員して，森林治水関係を担当するこ とになった。
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日本の復興には，まず荒れ果てた森林の復興が必要で、あるという見地か

ら，現在日本の林野の荒廃はどのようになっているか調査することから始め

ようということになった。たしか森林治水事業ならびに災害防止林業施設事

業改討に要する調査として，昭和21年度より 2ヵ年継続で要求したと覚えて

いる。これが認められることになったので，具体的調査計画を樹て， 21年の

はじめ各営林局および府県に指示した。筆者はその年の 4月から約 1年間営

林署に勤務して， 22年 5月に林野局の治山課に戻った。ちょうど第 1年度の

調査項目である荒廃地の現況調査の結果が報告されてきたところであった。

なお昭和21, 22年度は従来からの森林治水事業と災害防止林業施設事業の

継続年度内であったので，既定計画に基づき物価変動を加味した予算が計上

された。たとえば昭和22年度の荒廃林地復旧事業費の国庫補助額は5,900万円

となり，当初計画の 317万円にくらべれば格段の増額であるが，物価変動が

甚しいので実際の事業量は 1/3以下となった。

そこで昭和22年度限りで打切り， 23年度からは，今回の調査に基づきまっ

たく新しい構想で国土保全の事業を始めることとし準備に取りかかった。

その基本構想は大体次のようであった。

1. 国土保全ならびに災害防止の基盤を保安林におき，所要の保安林を配

備する。特に重要河川流域の水源地帯に重点をおく。

2. 保安林の機能充実のため荒廃林地の復旧， 防災林帯の造成などを行な

う。では新設の事業の名称をどうするかで論議したが，結局治山謀もできた

ことだから，この際治山事業でいこうということになった。治山という言葉

は概念としてわかるが，具体的に何を示すかあまりはっきりしていなかった

ので，治山事業といってもすぐ内容がピンとこない感があった。しかし使っ

ているうちに馴れるだろうとして，昭和23年度予算要求の予算名として名乗

りをあげたのであった。

事業計画は当面急を要するものについて， 5ヵ年計画にまとめ，荒廃現況

調査に基づき，数量経費を算出した。余談にわたるが，現況調査を集計する

と北海道を除く全国の荒廃地面積は25万町歩ほどになった。昭和10年第2期

森林治水事業計画の際の調査資料によると 7万8千町歩の荒廃地があるが，

これが10年間で3倍に増加している。この数値をそのまま用いてよいかどう

か，ずいぶん迷ったが，これを修正する根拠は何も無いので全国の荒廃地は
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25万5千町歩とすると確定した。 ただ府県別計画を組む際は，相当思いきっ

て取捨した。その後何回も荒廃現況調査が行なわれたが，この数字を下回っ

たことはないのであまり誤りはなかったと信じているが，その後の現況調査

がこの数字に拘束されたのでなかったならば幸いである。

翌昭和24年度から治山事業の中に水源林造成と保安林改良が設けられ，別

に保安林の配備調査と標柱建設が始まり，保安林の充実に一歩前進した。

昭和28年の治山治水基本対策要綱には，治山治水の内容を具体的にあらわ

している。当時の考えを知るため要点をあげると，方針として河川事業の推

進，治山及び砂防事業の推進，保安林の整備拡充と林野施業の合理化，なら

びに治山治水の基礎調査の実施があげられている。また措置と しては林野関

係では，治山事業，保安林の整備拡充， 造林事業および搬出施設の合理化が

掲げられ，治山を相当広義に扱っている。河川関係では砂防事業，洪水調節

ダム，河川改修事業ならびに河川および砂防指定地の管理の強化があげられ

ている。

これにてわかるように，建設省は線としての河川を考え，林野庁は面とし

て森林を考え，これが治山治水の根幹をなしている。

その後幾多の曲折を経て治水事業，治山事業は続けられている。

( 4) 

明治初期の治水事業は河道維持と修築を主とする低水工事と砂防工事であ

ったが，明治後期から氾濫防止の堤防を主とする高水工事が加わり，大正以

降は高水工事に砂防を加えるものとなった。これらは洪水流量を安全に流下

させると共に，河道を塞ぐ土砂の流出を上流において抑止することを主旨と

していた。昭和になると河水統制事業が加わり，ダムを築いて洪水流量の一

部を貯水して，洪水の調節をはかると共に，水の有効利用も考えるようにな

ってきた。現在も河川改修，洪水調節ダムおよび砂防が治水事業の根幹であ

るが，工事の進行に伴って大河川流域の大規模な氾濫は減る反面，小河川の

氾濫あるいは河川上流部の災害が増加している。また工業用水と都市上水道

の使用量が激増したため，河水の有効利用の問題がやかましくなっている。

これには当面ダムの増設しか方法がないが，広大な土地の水没問題が起こり，

向然保護にも関連してきて河川｜当局の意のままには進まないようである。洪
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水時には有害な水は早く流したいし，渇水時にはこの水を取 り戻したくな

る。さりとて余った水を貯溜する土地も少ないというのが，せまい国土に多

くの人口をかかえる日本の姿であろう。

平野部のごく一部を除けば，水源地帯はすべて山であり， そこには森林が

ある。森林が繁茂して厚い土壌で覆われていれば，雨水の流出は緩和するの

で，洪水の規制ができると共に雨量の少ない一部の地方を除けば，渇水時の

流量の増加が期待される。 これが森林治水のゆえんであるが，森林には木材

の生産供給という大きな任務があり，林業という産業が成り立っ ているの

で，すべてを治水のために注ぐわけにはゆかない。森林の流量調節機能につ

いての調査研究は多く行なわれているが，まだ定量的に規定できる域には達

していない。このため流域単位に治水に必要な森林の質と量を算定するわけ

にはゆかないが， 現在までの知識に基づいて水源山地には保安林を設定して

いるのである。

森林は土壌侵食の防止に有効であることは明らかであり，河川に流入する

土砂量が減少すれば治水上有効であることはい うまでもない。土砂流出の著

しい地域の森林を保安林に指定し，荒廃林地の復旧に力をつく したのも治水

の実をあげるためであった。河川を通じて生ずる災害は遠く下流部におよぶ

ものであるが， 山間部では山くずれ，地すベりあるいは谷間の堆積土の急激

な流出などによる災害も大きい。また雪崩の発生などの被害もあるので，山

間地帯の安全のための施策も重要である。治山事業は下流部の安全を考える

と共に山間部のことも考えて，山地のあるべき姿を定め，これの実現につく

しているものといえよう。

治水という観念は，その歴史的な由来からしで も下流平野部の安全に重き

をおく傾向が強し、。 このためとかく上流部の利益が軽視され，今でもタムに

よる水没で問題を起こしている。これに対レ治山は下流の治水と共に山間地

域の安全のため山地森林のあ り方を規正するものと考えられ，形の上では治

水は河の姿を定め，治山は山の姿を正すものといえる。しかし山も河も同じ

く国土の上にあるのだから両者がそれぞれ別個の目標に向かつて進まれたら

迷惑するのは国民である。治山治水は一体であるべきで，むしろ「治国土」

とでも唱えた方がよいかも知れない。

ここで問題となるものに森林の保続と治山との関係があり，砂防事業の占
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める位置がある。 昭和26年，改正森林法の実施により， が林計画をたてるこ

とになったが， 当時森林計画が完全に履行されれば森林の保続は確保でき，

かつ地域的にもハランスのとれた経営が行なわれるはずであるから，施業に

持別の制限を課す保安林は理論上無くてもよいとの論があった。これに対し

森林計画による規制では保安目的に沿ったこまかし、施業の制限と指定はでき

ないと反論したが，結局今では普通林の伐採は全く規制できないようになっ

てしまった。現在保安林においてもどの程度制限条項が守られているか疑問

であるが，保安林であっても原則としては更新しなければならないし所有

者としては収益の権利がある。他方，治山の目的からすると．地域ごとに一

定林相以上の森林が適当量存在していることが必要であ り， 普通林には制限

が加えられないので，規制するならばすべて保安林にかかってくる。いきお

い治山上重要な地域の森林は全部保安林にしなければならなくなる。国有林

の多い地域では水源地帯の森林の保安林の割合は大きくなっているが，民有

林だけのところではなかなかそうはゆかなL、。けっきょく森林の保全率をど

う定めるか，これと保安林占有率をどのように関係づけるかなどが問題にな

ってくる。それに環境保全のこともあり，」深林を他の地自に転用することも

多いので一層復雑な要素が加わってくる。この他森林の木材生産は本来の使

命であり ，木材の価格高騰のおりから伐採の規制も強行できない。近い将来

保全上重要な地域では，保安林以外の森林について も取扱いの制限ができる

ような措置が必要になってくるであろう。

次に砂防の問題であるが，砂防事業は明治以来治水事業の一環として扱わ

れてきている。しかし事業の実施地域と事業内容からみると治山との関連が

非常に大きい。第 1期森林治水事業により荒廃地復旧事業が行なわれるまで

は，砂防はむしろ山林関係の仕事と考えられ， 山腹工事が多く行なわれてい

た。明治43年臨時治水調査会において農商務省より荒廃地復旧事業 （保安林

における地盤保護植樹および地盤保護工事）の新設を提案した際，内務省所

管の砂防施設とこの農商務省所管の森林砂防施設との調整に関して論議され

たと記録されている。大正 2年 4月には 「砂防法と森林法適用上の調和に関

する件Jとして，土木局長，山林局長より各府県知事に通牒を出している。

これは保安林と砂防指定地の重複しているところは一方を解除せよという内

容であり，特に砂防工事あるいは荒廃地復旧工事を行なうところは， 他方を
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解除せよといっている。しかし現在でも両者の重複しているところは各地に

多く残っている。

昭和3年 5月には荒廃地復旧及び開墾地復旧事務と砂防事務とに関する閣

議決定がなされた。その内容は， （イ）原則として渓流工事および山腹の傾

斜急峻にして造林の見込みなき場所における工事は内務省の所管とする。

（ロ）森林造成を主とする工事は農林省の所管としなお渓流工事といえども

右工事と同時に施行する必要ある場合においては農林省の所管とする。

もともと両事業は実質内容においてはほとんど差異は無かったので，施行

地の選定や工作物の内容などで現地における摩擦は相当あったことと思われ

る。この時両陣営で対立していたで、あろう 2人の代表の顔が筆者の呂に浮か

ぶ。愛知県では引続き砂防と森林治水を林務課で一緒に管掌 していたが， 昭

和 5年から砂防事業は土木部河港課に移り，分離されることになった。上記

の原則は今でも生きており，治山事業と砂防事業の区別の基準となっている。

現在も砂防事業の大部分は山間の渓流で行なっているので，両岸は森林地

帯である。治山の立場からみれば当然治山の領域に入る。また治山事業の大

部分の仕事は下流部の治水を意函しているので，治水に焦点を合わせれば治

水の一環になり本質的に砂防との差異は無くなる。 しかし現状ではこれ以上

論じても致し方ないことである。

( 5) 

これからの治山， 治水はどうあるべきかとなると問題は多い。治水の方は

専門外であるが，視野をより拡げて水系とし、う単位に拘泥せずに，国土全体

を見回した上で水の循環を考え，河の扱いを決めてゆかなければならないだ

ろう。水の絶対量の不足はすでに今日の問題であるが， 今後はより深刻化し

て，好きな時に必要量の水を使うという考えを捨てなければならなくなるか

もしれない。洪水流量の地中貯溜も真剣に考える時が近い時期にくるかもし

れない。そうなれば線としての河川では処理できなくなり， 山と河は一体に

なってくる。また今までは量としての水を取扱ってきたが，これからは質と

しての水，つまり水質保全が重要になり，大規模な水質調1~事業が現われる

ことも考えられる。治水とし、ぅ概念も不変のものではないから，治水 ・手lj水

の区別をなくした別の概念、が現われる時があろう。
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治山の方も同様で将来森林は林業生産を中心にして経営されるものと，国

土保全，環境保全を目的として経営されるものに区別されることになるかも

しれなL、。そうなれば後者で行なわれる経営はすべて治山に包括される。あ

るいは森林は私企業としての林業の場から去り， 森林そのものの存立によ っ

て価値付けられるようになることも考えられる。そうなれば山はすべて治山

の対象になるが，治山という言葉がなくなり，他の概念に取りかわるかも知

れない。

元来治山の目的を達するためには， 山地には繁茂した森林が必要である

し防災林帯は景観を豊にするものであるから， 治山は環境保全そのもので

あると解しでもよい。保安林は住民の福祉増強のためのものであるから，同

時に環境保全に役立っていることになる。したがって保安林の機能向上を目

指す治山は環境保全の推進者ともいえる。

こう考えてくると森林における環境保全は治山の中に吸収されてしまうこ

とになる。今後は治山の概念の中で，保全林とか保健林のようなものを増強

してゆくことは一向差し支えなく，むしろ望まれることである。

現在の行政機構では河川は建設省，森林は林野庁，自然、公園と環境保全管

理は環境庁に属し事実上それぞれ別個な行政を行なっている。治水と治

山，それに環境保全は本来切り離せないものであり，これが一体となって動

作することになれば，より高い効果が望まれるのである。筆者は建設省の河

川行政と林野行政および都市以外の場所の環境保全行政 （自然公園を含 む）

を統合して，独立した機関をつくり，人間と森と水の調和のとれた共存を図

ることが必要だと考えている。そうなれば治山と治水について論じなくとも

よくなる。

なおこの文を書くに当り，本誌39号から連載の西川喬氏の 「治水事業長期

計画の歴史」を参照させて頂いた。

（名古屋大学教授，農学博士）
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