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氾濫で水害を防ぐ

氾濫許容型治水方式はありうるか一一

末次忠司
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1. はじめに

近年洪水による破堤災害は減少しているものの，洪水によりー且破堤した場

合には想像を超えたカタストロ フィックな水害が発生することが考えられ，ま

た築堤高が漸次高くなっている現在，潜在的な水害ポテンシャルは従前よりむ

しろ増大していると言える。建設省では壊滅的な水害を発生させないために，

スーパー堤防やフロンティア堤防（図 1）などの整備を進めつつある。しか

したとえ破堤しないことを想定しでも，計画高水位を越えた洪水は堤防を越

水して堤内地に浸水被害を及ぼすことになる。越水災害は破堤災害に比べれば

被災程度は格段に少なくなるものの，果たしてこうした越水災害を許容で、きる

土壌・環境はあるのであろうか。

本報告では，こうした氾濫許容型治水方式を実践してきた，又はこの方式に

頼らざるをえなかった地域の事例を中心に，この命題に答えるべく，関連事例

を収集し，分析を行ったものである。
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図1 フロンティア堤防

2. 芦田川の砂土手

芦田川は広島県東部に位置し，流域面積870km2，幹線流路延長86kmの1

級河川である。扇状地を経て旧福山城下町の上流側で左支川高屋川と合流し

ここより緩流河川となっている。芦田川が東流から南流に変更する地点に八幡

神社がある（図 2）。図 3の河道変遷図からも，芦田川！と高屋川との合流点付

近は江戸時代は海につながる入り江であり，低平地であることが分かる。

高度川

福山港

。 10 20krn 

図2 芦田川流域図
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芦田川

上古の備後沿岸推測図 江戸時代 現 在

図3 芦田川下流変遷図

近世初期に，この八幡神社の東方（羽賀地先）に治水方策として砂土手が設

けられた。洪水時に，この砂堤防が決壊して氾濫水が低地河川の高屋川に逆流

する遊水効果により，城下町への氾濫を回避したのである。近世時代，洪水の

度にこの砂土手を早く切ろうとする城下町側と，できるだけ切らすまいとする

砂土手付近の村々（中津原，森脇，下岩成）が対峠していた。この争いに決着

をつけるために，砂土手の中に定杭を埋め，七分水でこの定杭を技いて砂土手

を決壊させることとしたので、ある。洪水により水位が高くなると，砂土手を通

じて流入した氾濫水により高屋川一帯は氾濫の海と化した。特に，低湿地部は

7～8回／年の浸水を被り，このうち 3～4回／年は甚大な床上浸水被害となっ

Tこ。

明治以降になると，この砂土手の改良に関して，深津郡中津原町・森脇村な

どから嘆願書の提出が繰り返されたが，県および郡はこの慣行は維持されるべ

きものであるとして，嘆願を退け続けた。例えば，昭和35年8月に福山市長他

から中園地建局長に対して行なわれた嘆願の要旨（原文を要約している）は以

下のとおりである。

『大正15年の改修の際，芦田川左岸羽賀地区の震堤は締め切られ，築堤

が行われたが，右岸堤防はとり残され，延長1,280m にわたって無堤箇所



表 1 芦田川における治水計画及び住民からの嘆願の経緯

明治14年 9月｜深津郡中津原村から広島県知事に対する嘆願書の提出（砂土手の改修）

安那郡川南村及びJI！北村から広島県知事に対する嘆願書の提出（砂土手の改修）

安那郡，芦田郡，品治郡長から広島県知事に対する嘆願書の提出（砂土手の改修）

明治21年 9月 ｜深津郡森脇村から安那郡長に対する嘆願書の提出（砂土手の改修）

明治22年 1月｜深津郡森脇村から広島県知事に対する嘆願書の提出（砂土手の改修）

明治23年 7月 l深津郡森脇村から広島県知事に対する嘆願書の提出（砂土手の改修）

明治38年 7月｜深安郡長から広島県知事に対する嘆願書の提出（砂土手の改修）

大正 8年 7月｜堤防が191か所（延長約8km）で決壊し約60km2が浸水，死者23名，浸水9,996戸の被害となる

大正12年 ｜計画高水流量 神島地点1,950m3/s，高屋川（御幸） 420 m3/s 

直轄事業により府中市から河口まで，掘削・築堤・護岸工事

大正12年11月｜川南村から下関土木出張所長に対する嘆願書の提出（高屋川の改修）

大正12年12月｜深安郡中津原村，道上村，湯田村から内務省大阪土木出張所長に対する嘆願書の提出（高屋川の改修）

昭和 7年 5月 ｜高屋川｜における背割堤工事の開始

昭和20年 9月｜枕崎台風により死者85名，家屋の流失・半壊206戸，浸水2,714戸

洪水流量2,380m3/s （神島地点）, 1, 440 m3 Is （出口川合流点）

→当初計画を改定出口川合流点計画高水流量 1,100→1,480 m3/s 

昭和35年 7月 ｜：神島地点洪水流量1,768m3/s 

昭和35年 8月 ｜福山市長，芦品郡駅家町長，土地改良区他から中国地建局長に対する嘆願書の提出（砂土手の改修）

昭和37年 7月｜神島地点洪水流量1,680m3/S 

昭和42年 6月 11級河川に指定→高屋川も改修対象区間となる

昭和45年 3月 1工実計画の改定神島地点基本高水流量1,950→3,500m3/s （うち八田原ダムで 700m3/sカット），高屋JII （御幸）

昭和63年

平成6年

420→500 m3/s 

工実計画の改定

工実計画の改定

崎弘

co 
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となって，左岸より約 3mも低く，そのために洪水期は河川による甚大

な氾濫被害を受けている。昭和20年9月の豪雨では延長100m が決壊し，

続いて27,28年の両年も，その危機に瀕し，更に昭和35年 7月の豪雨によ

り，地元民の懸命な努力にもかかわらず，延長SOmにわたって堤防が決

壊した。

水害被害は付近の民家13戸はもちろんのこと，宜山地区の農地30ha tこ

損害を与え，また土砂の流入により濯甑用水路に被害を与え，ひいては福

山地域下流受益田17,000haに損害を与えるものである。こうした水害及

び土砂災害による下流回への損害を考慮すると，芦田川改修工事の放置は

許されない状況にあり，この際是非事業として検討され，完全改修を実施

するよう陳情する次第であります』

昭和35年8月6日

福 山 市 長徳永豊

芦品郡駅 家町長岩村規矩爾

福山葦陽土地改良区理事篠原日雄

福山市土地改良区理事長清水義太郎

建設省中園地方建設局長殿

しかしこうした一連の要望にもかかわらず，堤防改修は実施されず，水害に

対する代替措置として，広い河川敷を放牧地やゴルフ場として使用させるとい

う慣習が近年まで続いていた（図的。そして，大正 8年 7月に芦田川に発生

した洪水は，砂土手の効果をはるかに超えて旧城下町一帯も水没させた。この

大水害を契機にして，芦田川改修期成同盟会が結成され，治水運動が強力に進

められ，大正12年から10年にかけて内務省の治水工事が行われた。この大改修

によって，府中市から河口までの区間において掘削 築堤・護岸工事が行わ

れ，羽賀の砂土手も取り払われ，新しい堤防が完成したのである。現在，定杭

は芦田川における洪水の闘いの記念として，八幡神社の境内に移設されるとと

もに，当時の様子が刻み込まれた記念碑が建てられている（図 5）。

3. 川内川菱刈盆地における土地利用

川内川は鹿児島，宮崎，熊本の 3県にまたがる流域面積1,600km2，幹線流

路延長137kmの1級河川で，年間降雨量2,700m mの多雨地帯に属する（図
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図4 当時の中国新聞記事 図5 八幡神社の記念碑

6）。川内川では昭和6年から下流域の川内市街地を対象に直轄改修工事が開始

された。昭和18年 9月の大洪水に鑑み，昭和23年に上流域の菱刈町が対象に加

えられ，菱刈捷水路の建設計画がたてられた。昭和29年 8月，昭和32年 7月洪

水をもとに流量改訂が行われ，鶴田ダム計画がたてられた。その後，昭和44年

6月，昭和46年8月，昭和47年6月の大出水に対して，工事実施基本計画が改

定された。この計画では菱刈盆地より上流（鶴田ダム上流）に連続した高堤防

を築き，捷水路を開削して洪水の流下能力を高めることとなった。すなわち，

この計画ができるまでは，菱刈盆地より上流には局所的なものを除いて連続し

た堤防は建設されていなかったのである。

水害と土地利用との関係を実証的に追求するのに，菱刈盆地は最適な場所で

ある。洪水氾濫を受ける土地柄であるとは言え，新田開発は太良用水や菱刈用

水が寛文年間（1661～72年）に開削されたのを代表として，大部分の新田が近

世に開発されたのであった。 一般的には常習的な氾濫地帯となっている菱刈盆

地出口付近では，高刈りの桑を中心とした土地利用が展開されるが，菱メlj盆地

においては水田を主体としている。水田を主体としながらも，水害軽減の土地

利用を高度に展開していた。これらの内容を整理して，箇条書きにすれば，以

下のようになる。
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図6 川内川流媛図

・河道沿川に密集した笹竹を配し，水害防備林としていた

・住宅・幹線道路は既往最高水位より標高の高い土地にあり，盆地内の地

盤高に応じて，土地を分散所有して水害被害の集中を阻止していた

・農業共済組合は，自然堤防や山地以外での畑作を抑制することを指導

し氾濫が発生した場合には迅速に共済金の支払決定を行った

・稲の早期栽培，普通栽培，晩期栽培を混ぜて，水害被害を分散した

・氾濫を前提とした町民の生活感覚や自主防災組織が強く認識されてい

て，洪水氾濫時でも町役場は通常業務を旨としてきた

こうした地域社会の構成により，水害に強い氾濫許容地となっていった。洪

水時にも「マスコミと警察以外は平常です」ということが，菱刈町の自慢と水

害への皮肉として，度々聞かれる。

しかし昭和41年度に鶴田ダムが完成して，その実証的効果が確認されると

ともに，菱刈盆地の河道整備が進展したため，菱刈盆地の水害に強い土地利用

に大きな変化が表れつつある。この例は芦田川の砂土手の場合と同様に，治水

施設の整備が氾濫許容型治水の芽をつんだ例であり，他の多くの地域において

も見られる。治水施設の整備は治水安全度を向上させる一方で，水害に対して



表2 川内川における主要な水害と治水計画の変遷

発生年月 原因 総。｜雨｜内量） 
最最高大水位

川流内量） 
死（名者） 全（半戸壊） 浸水（戸戸）数被対災象調地域査

明治39年6月豪 雨 266mm 6.85 m 
隈之滅

昭和18年9月台風18号 *266mm 6.00m 4 142 3,333 下流域

昭和29年8月台風5号 476mm 5.51 m 13 8,570 12,338 鹿児島県

昭和32年 7月梅雨前線 *310 mm 6.20 m 6 30 9,000 鹿児島県

昭和44年6月梅雨前線 904mm 6.73 m 52 630 2,000 鹿児島県

昭和46年8月台風19号 456mm 7.02 m 11 30 2,966 川内市
3,840 m3/s 

昭和47年6月梅雨前線 388mm 6.90 m 7 157 5,202 
3,800 m3/s 

昭和47年 7月梅雨前線 98mm 5.76 m 8 335 2,094 

平成元年 7月台風11号 115mm 4.75 m 。 45 873 

平成 5年8月豪 雨 155mm 5.36 m 。 20 613 

注・ホ総雨量ではなく， 3日雨量で示している

策定年月

s 6. 5 

S23. 8 

S34.10 

S41. 7 

S46～47 

S48. 3 

改 修 5十 画

計画の概要

下計流画域高水の流直轄量3改，5修00事m業3／をs（）開II始内）

上計流画域高水の直流轄量編建3,1設入00着m手3 Is C下鍛）
菱刈捷水路の

基偽認本悶証高ダ水ム書流で量rr咽，；~＊曲3/sm計カ＇I画ヲsV'I内）
：内容

中流域の直轄編入

工計中事画流実高ダ施水ム基流群本量に計4よ，3画0り0を，m改i，定~o~下m殿3)s
カト
現在ッの計画の基本となる

u可

"" 
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§§＼，、構造（水害に強い土地利用の衰退，地域住民の水害意識低下）を作り出す

ということが言える。

4. 吉野川の水屋

吉野川は徳島，高知，愛媛の 3県にまたがる流域面積3,750km2，幹線流路

延長194kmの1級河川で，水源地帯は年間降雨量3,000mmを超す日本の多雨

地帯の一つである（図 7）。吉野川流域は台風による洪水が多く，戦後昭和20

年9月， 29年9月に大きな台風が襲来し，この台風被害が契機となって改修計

画が改定された。その後も台風の襲来により，昭和45年， 49年， 50年， 51年に

岩津地点において， 1万m3/sを超える洪水流量が発生し，浸水被害を生じた。

このデータが示すように，吉野川の下流部は台風性豪雨に伴う洪水による水害

常習地帯であった。

歴史的には，中世に細川氏，近世に蜂須賀氏といった大きな財力を持つ権力

者が現れたが，これらの権力者も吉野川の治水には力を入れてこなかった。こ

れは技術力や財政力がなかったことが理由であるとも言われているが，もっと

も重要なのは徳島藩の財力を支えてきた阿波藍に原因する。

吉野川では洪水は台風による大雨で発生する（大きな洪水は 8月， 9月の台

風期に集中している）。すなわち， 吉野川の氾濫は藍には影響を与えなし、。 む

ロ平野
冨 山地

0 5 km 
』＝＝＝＂

N 

図7 吉野川流域図



表3 吉野川における主要な水害と治水計画の変遷

発生年月 原因 お~＝ 最高2位最大流量洪水被豪雨の状特徴

（流域内） （岩津） 哨及び 害 況

死者・行方不明15名

昭和20年 9月 枕（崎16台号風） 150～450 14,300 
下流域で漏破水，護岸
－水制の損

既往最大一流好量：岩馬津
ジ ェーン

上流のニ ，美

昭和29年9月 台風・ 400～600 7.80 14,900 麻失植地区で全嬢・流

12号） －浸水

昭和45年 8月 台風10号 240～470 8.03 12,800 既往最高水位：岩津

昭和49年9月 台風18号 220～560 7.41 14,470 上流の無堤地地区区，下
流の内水 が浸水

昭和50年 8月 台風6号 300～750 6.93 13,900 
域に1週続に間豪く前災雨の害台。風中5下号流

昭和51年9月 台風17号 1,200 6.38 11,500 

議以（年上間聾）降水E量Eの~5ト観0% 
～1,800 

改修計画

策定年月基本高水流量－計画高水流量（岩津）

恥f40 ~堤1~義宮9に附川入兎Oを寺m了V本島s流の第 1期改修計画
買とす収るため，掘削・築

S22 s~枕1に下発・生堤し防たの南弱海体大化地に震対にしよる地
盤事 補修工

S24 16第sgo期m改3／修s.計15画,000 m3/s 

S33 全体護計岸画の修修正
の補 ，漏水対策工法

S38 1：吉7,5野00川m改3／修s.総15体，00計O画m3/s 

S40. 4 吉野川水系工事実施基本計画

工事実施基本計画の改定
S57. 3 

24,000m3/s・18,000 m3/s 

u、
串



凡 例

第li羽（ U)j40f事）改修前の堤防

署耳2悶（昭40年）現在の嵯防

第2期改修計画昭糊悼度以降

~1 現在（昭4牌｝の鵬胤鶴
.. _ .. , I往年の旅心認想像位置

宝歴2年 (1752）～大正12年
(19幻）までの分派点

大正l坪以降の分派点

巳相2年（邸6）～承徳2年
(10~）の洪水で本流となる。

往年の咲水時には本流とな勺た。

再審.＆末期まで洪水時には本流とな勺た。

図8 吉野川河道変遷図（岩津～河口）

寛ヌ12年（ 1672）～思量3苧（ liSO) 
頃までは本流であ勺たが大正12年6月
(19Z3）第十樋門完成lこよ司て洪水を

締切る。

1l文12年 (1672）峰沼賀遠の水路

開削に始ま り宝麿2年 （1752）の

第十寝完成頃lこは本流となり耳1宮
川と江る。その後第 l；羽改修工事

で耳lj宮川の侶削築堤をはし大正9
年 (1920）完成し本流とfi,る。昭

和3年吉野川と改める，
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しろ毎年の洪水氾濫によって運ばれてくる土砂は農作物を育てる自然の客土と

なった。堤防を作らないことが藍作を守ることになるのである。力を持った豪

商も多く，藩の財政も藍による収入に頼っていたことから，あえて無堤策がと

られたとも言われている。

吉野川南岸の平野部，第十堰の近くに「田中家住宅」と呼ばれる藍商の家が

残っている。寛永年間（1624～1644年），初代播磨屋与右衛門が藩の招きによ

り播磨の国より藍作の指導者として入植して以来代々続いた旧家で、ある。住宅

の敷地は南北約50m，東西約40mの長方形で，作業場を中心に藍納屋，藍寝

床，番屋，土蔵などの藍製造に使用する建物が建てられ，敷地を取り囲む構造

となっている。このような屋敷構えは19世紀に入ってからの大規模な藍商農家

の特徴である。

敷地を取り囲んでいる建物は，高く積まれた石垣の上に造られている。これ

は吉野！｜｜からの氾濫に備えて工夫されたもので，徳島産の鳴門石が精巧に積ま

れている。特に河川側に面する北側の石垣は氾濫時の波を軽減する，いわゆる

波返しとなるよう，地面から垂直ではなく，湾曲した形に積まれている（図

的。また，氾濫時の避難用の舟が軒下に用意されている（図10）。

こうした水屋は吉野川流域だけでなく ，名称は地域により異なるが，
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図9 氾濫水に備えた家の石垣
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図10 軒下に用意された舟

・水塚－－－利根川中流部（群馬県板倉町，埼玉県北川辺町など）

・段倉……淀川流域（大阪府高槻市，門真市付近）

・水屋・・・・・・木曽川流域（三川合流付近，西濃地方）

・水倉……信濃川下流域（新津～黒崎付近）

・倉屋…ー・多摩川下流域

など，全国各地に見られる耐水性の建築様式であると言える。

しかし明治30年代後半になると，吉野川流域においては，藍作中心の治水

は転機を迎えることになる。明治36年に安価なドイツ産の藍が輸入され，阿波

藍の衰退とともに，藍作重視から稲作・畑作重視など土地利用の転換をせざる

を得なくなっていった。

氾濫被害を軽減するための耐水性建築には，この他に大井川流域の舟型屋敷

（図11），斐伊川流域の築地松（防風林の役割が大きし、）などがある。これらの

事例から分かるように，氾濫許容型治水を実現してし、くためには，氾濫を許容

できる社会・経済特性ばかりでなく，氾濫に強い建築様式についても検討しな

ければならないと言える。

現在行われている耐水性建築には，

・ピロティ建築・一一住居をコンクリ ート柱にのせた高床式にして， 1階を

駐車場や倉庫などに利用する

・防水壁の建設－一敷地周囲をコンクリート壁で囲んでしま う

．防水扉の建設・ー…出入口を水密性の高いドアにかえる



58 

ケμ＝ご予＝＝＝さ

図11 大井川流域の舟型屋敷

・防水板の設置－－－出入口にガイドとなるレールを設置し角落としの板

を入れるようにする

・防水性の向上・・・ー・建物の壁を防水性にしたり，壁のすき聞をシールや防

水剤で埋めたりする。場合によっては垣根のブロック

の開口部を密閉する

などがある。これらの耐水化手法は一般の家屋だけではなく，事業所，工場，

また各種ライフライン施設を浸水から防御するために実施されている。一方，

アメリカでは，連邦危機管理庁（FEMA）が氾濫流による家屋の被害を軽減す

るために，氾濫流に対する家屋の配置，形状，周辺の地物について，パンフレ

ットにまとめて，住民に配布している例がある。パンフレットのなかでは，氾

濫流に伴う流下物や氾濫流の乱れの影響を受ける住宅の隅角部を抵抗が少なく

なる形状にしたり，氾濫流が住宅に与える抵抗を少なくするような住宅の配

置，周辺樹木や造園の配置方法を紹介している。

5. 蕪粟沼遊水地

日本における代表的な遊水地としては，表Hこ示す事例がある。

蕪栗沼遊水地は旧迫川に設置されたものである。旧迫川は迫川の本流であっ

たが，昭和4～14年の捷水路工事によって，小山田川を主流とする河川となっ

た。小山田川は流域面積297km2，幹線流路延長58kmの河川で，遠田郡桶谷

町大谷地地先で旧北上川にそそぐ。河床勾配は 1/15,000の緩流河川で，蛇行

が著しく，平常時には流速がない状況で常に北上川の逆流の影響を受けてい
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表 4 大規模遊水地の諸元一覧表

遊水地名 対象河川 面（h積a) （秀吉3）栴号跡地の補償

渡良瀬遊水地利根川支川渡良瀬川，
思川巴波川

3,300 17,680 9,400 用地買収

菅 生調 節池 利根 川，鬼怒川 592 

田中調節池利根川 1,175 5,885 合計 河川区域

稲戸井調節池利根川 448 1,662 5,000 河川区域

一関遊水地北上川 1,450 7,680 1,900 地役権の設定

蕪栗沼遊水地北上川支川旧迫川， 582 
小山田川，瀬峰川，萱刈

1,580 425 地役権の設定

Jll 

南谷地遊水地北上川支川迫川 256 920 262 減収損失補償

品弁沼遊水地 鳴高瀬川支川吉田川， 365 
城川支川鶴田川

974 287 減収損失補償

大久保遊水地最上川 200 900 200 地役権の設定

荒川第 1調節池荒 川 580 390 850 河買収川区域一部

上野 遊水 地淀 川支川木津川 300 900 900 地役権の設定

犀川 遊水 地長 良川支川犀川 70 230 河川区域＊

注・ 「内田和子：遊水地と治水計画応用地理学からの提言，古今書院」を修正 ー加筆したもの
である
＊ 土地区画整理事業により土地所有者との調整を図ったものである

る。沿川の耕地も標高が高く，旧北上川合流点付近よりも上流に 2m以上も

の逆勾配となっている。蕪粟沼付近は旧北上川合流点付近よりも 3m低く，

出水時には常に冠水を受ける水腐地となっている。

蕪栗沼を中心とする地域は，すり鉢状の地形にあり，有史以来浸水被害を受

けてきた。古い記録では大獄山輿福寺の覚書に文明10年（1478年）に「大洪水

ニテ人馬多ク死ス」とあり，正徳時代 （1710年代）には北上川の堤防が決壊し

右岸一体の佐沼，米岡，中津山，西郷，桜岡などは一円水浸しとなり，水面以

外は見えるものがないという状況であった。その後，明治時代以降も蕪粟沼を

中心とする地域は浸水被害を度々受け，近年では昭和22年9月（カスリーン台

風）' 23年9月（アイオン台風）' 25年 8月， 41年6月の洪水による被害が顕著

であった。

最近では，治水安全度の向上のために，昭和55年の流量改訂により迫川の基

準地点佐沼及び旧迫川の基準地点三方江における基本高水流量をそれぞれ
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図12 蕪莱沼遊水地の位置図（1)

3,200 m3/s, 700 m3/sとし，ダム群と遊水地の建設により2,000m3/s, 350 m3/s 

を調節して河道の配分をl,000m3/s, 350m3/sとする現在の計画が策定された

のである。この計画に基づいて，旧迫川の蕪栗沼遊水地が建設されることにな

った。遊水地は湛水面積5.8km2，貯水容量1,580万m3の規模である。

この遊水地は四分区遊水地，沼崎遊水地，白鳥遊水地，野谷地遊水地の 4区

分からなっている。起業者である宮城県の用地取得及び補償に関する方針は以

下のとおりである。

・堤防，水路，道路等の公共施設に必要な用地は買収し，建物その他の物

件は移転の補償を行う

・遊水地内の土地については，大洪水時に遊水させるために使用する土地

として，その対価を補償し，建物は移転の補償をする

なお，用地買収や建物等の移転に伴って必要となる代替地取得や跡地の再利用

等の諸問題については地権者に対する意向調査をもとに，町や地元組織と協議

しながら進めるとしている。宮城県内の遊水地事業では遊水地内の土地に対す

る補償の方式としては，従来被害補償方式のみであったが，本事例は地役権設

定方式によるものである。
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表 5 蕪栗沼遊水地の諸元

＼＼｜  蕪粟沼 白鳥 四分区 野谷地 沼崎 合計

湛水（h面a)積 108 58 104 286 23 581 

湛（万水ms量） 340 190 310 660 80 1,580 

越流（m堤）幅 300 400 350 80 1, 130 

流出樋門 2門 2門 2門 1門 7門

すなわち，白鳥遊水地（官地のため補償なし）以外の 3遊水地は個人を対象

として地役権が設定－登記され，これに基づく地役権補償が行われてし、る。地

役権補償が行われている理由は，基金を受けて運用する受け皿の設立が可能で

あったからである。地役権補償は四分区及び沼崎遊水地が75万円／反（昭和57

年12月に成立），野谷地遊水地が105万円／反（平成元年9月に成立）と，全体

的には75～105万円／反と高額で，耕作者にとっては基金制よりも有利である。

この補償額は地価の約3割に相当するものである。とりわけ，低湿地で洪水頻

度が高い蕪栗沼遊水地では，有利と判断されたことが地役権補償を導入する大

きな理由となっている。

現在，政府による減反政策や農地の減少など，農業振興策にかげりが見られ

るので，上記のような対応措置は今後の農業政策の一つに位置付けられ，氾濫

許容型治水を実現するための一つの手法と考えられる。

6. おわりに

治水施設の整備は治水安全度を向上させる一方で，水害に脆弱な土地利用を

生んだり，水害に脆弱な住民意識を醸造させることが分かった。すなわち，こ

れからも漸次治水施設が整備されていくことを考えると，経年的に水害を許容

しなくなる，もっと言うならば河川管理者に対して水害発生の責任のみを追求

する（河川管理者を原因者と錯覚する）とし、う事態が発生することが考えられ

る。こうした住民の治水事業に対する誤解を解くためには，これまでの治水の

経緯，時代的な展開，現在求められている状況，今後の治水施策の展望，治水

事業のビジョンなどを地域住民に理解してもらうとともに，遊水地における補

償に類する氾濫許容者への代償策まで含めて，今後検討していく必要があると
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考えられる。そのためにも，今回のような事例調査結果は有効に活用できると

思われる。

今回の調査では，氾濫許容型治水方式を導入する場合，その方式を許容でき

る社会 ・経済特性（社会的背景，地域特性）だけでなく浸水に強い建築様式を

採用し，また浸水被害に対する代償措置をとる必要があることが分かった。し

かし現実的には浸水区成は（浸水深は大きくないが）広い範囲におよぶこと

が考えられ，地役権や減収損失補償などの補償措置をとることは難しし、かもし

れない。洪水の越水により多少の浸水被害は被るが，壊滅的な破堤被害は回避

できるという『水害に対する危機管理の意識』が地域住民に芽生えることが重

要となってくる。そのためには，常日頃から住民と河川との接点があり，川が

身近な存在となっている必要がある，すなわち『｝｜｜の365日』を認識してもら

うことが必要であると言える。

最後に，本報告を執筆するにあたって，関東学院大学土木工学科の宮村忠教

授には，氾濫許容型治水に関する貴重な資料の提供及びさまざまな助言を頂い

た。また，胸）水利科学研究所の今村清光理事長には，氾濫原許容型治水に関す

る多方面からの助言を頂いた。紙面を借りて，両氏に謝意を表します。
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