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戦後における水害防備林の面積の

変化と減少の要因

渡辺一夫

1. はじめに

水害防備林（以下水防林と略す）は，河川に沿って竹や樹木を植えたり自生

の樹林を管理して洪水のコントロ ールを行うことを目的とする森林である。 水

防林の一部は森林法により水害防備保安林に指定されている。その面積は1994

年 3月3日現在て：－747haである 17）。その所有形態については， 1989年 3月31日

現在，民有林が659haで89%を占めており，国有林が83haで11%を占めてい

る18）。樹種に関しては一般に，東日本ではマツ・スギ等の針葉樹が，西日本で

は竹が主体である。

一般に，水防林は連続堤防と異なり，洪水流が堤内地に氾濫することを許容

することにより，連続堤防にはない特有の機能をも っている。図 lに示すよう

に，水防林のもつ機能は， ①氾濫流の流速を落とす機能，すなわち、河Jllから溢

れた氾濫流が水防林を通過する際に流速を落とし，緩やかな氾濫流にすること

により家屋や地表土の流失を防止する機能，②土砂の堆積機能，すなわち林内

にれきを含む粗流な土砂を堆積させることにより粗粒な土砂の家屋・耕地への

侵入を防止する機能，①護堤－護岸の機能，などの機能である8),IO) ,30) ,32）。こ

のほか，洪水時の水防資材の供給源ともなる。水防林は，氾濫流を完全に防ぐ

のではなく緩やかな氾濫流に変えようとするものであり，震堤や乗越堤などと

同様に遊水地方式と呼ばれる氾濫を許容する洪水防御の方法の一つである。

図2は農林水産省統計表から整理した，水害防備保安林の明治42年以降の面

積の経年変化である。建設省3）によると，水防林は明治の末から昭和初期にか

けてはその機能が高く評価され，保安林の面積も増加した。しかし第 2次世

界大戦の前後には減少した。小出9）は昭和20年代までの水防林減少の要因と し

て，大戦中の食糧増産，耕地開発，河川改修などをあげている。また上回30）も
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図2 水害防備保安林の面積の推移

資料農林水産省統計表をもとに作成。昭和18,19, 20, 22, 23, 26の各年は資料なし

戦前および昭和20年代において，河川改修が水防林の面積減少の原因となった

ことを狩野川や揖斐川などの実例を示して指摘している。戦後における水防林

の減少の原因の詳細な事例研究の例は少ないが，岸原・熊谷6），岸原7），建設

省3）らは，河川改修が水防林の減少の原因となることに言及している。

一方で，近年，水防林のもつ洪水防御とし、う本来の機能以外の可能性を活か

して保全しようとする試みも存在する。例えば，山梨県の笛吹川など全国で6
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箇所の水防林では，都市住民の聞に高まっている自然とのふれあいへの欲求に

対応して，水防林を公固化し， レクリエーション空間として活用している3）。

このように水防林は治水施設としてだけでなくレクリエーション空間や景観の

要素としての価値をもっている。

図2は，昭和40年代以降現在までの過去約30年間に保安林面積が減少傾向に

あることを示しており，現実の水防林全体の面積も減少傾向にあることが推定

される。しかし昭和40年代以降水防林の研究は少な く，その詳細な面積の推移

や現状については不明な点が多い。都市域に近い都市近郊林は土地利用の高度

化によって減少することが知られているの，31）。昭和40年以降の高度経済成長に

ともなって河川改修は進展し，都市開発も進んだが，これらの影響を水防林が

どの程度受けたかは明らかではない。そこで本稿では， ①戦後の水防林の面積

の変化を明確にし，②さらにその減少の直接的要因を明らかにし③従来研究

されてきた台地上の平地林の減少要因との共通点や相違点を検討すること，を

目的として研究を行った。

2. 主要な水防林の面積の変化

(I) 方法

図2をみると昭和30年以降現代に至るまで，水防林の保安林指定面積はゆる

やかに減少している。これは水防林の面積の時代的推移をある程度表している

と考えられる。しかし水防林には保安林に指定されていないものもあり，また

保安林指定を解除されても必ずしも伐採されるとは限らないこともある。そこ

で，水防林の面積の変化をより正確に把握するために，昭和20年代または30年

代に比較的まとまった面積を有していた水防林を文献から検索しこれらの水

防林について昭和20年代または30年代の面積と現在の面積を空中写真を用いて

比較した。

具体的な方法としては，昭和20年代及び昭和30年代の全国の水防林について

の詳細な記述があるこつの文献，すなわち上田30）と，日本国有鉄道12）を用い

て，その記述から比較的規模が大きいと推定される 12の水防林を選び出し，調

査対象とした。これらの水防林について，昭和20年代または昭和30年代に米軍

または国土地理院によ って撮影された空中写真と，各地域において最も新しく

撮影された空中写真で、面積を計測しそれらを比較した。その結果を表 1に示

す。また，その位置を図3に示す。
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表 1 調査対象とした水防林の面積の変化

河川名
昭和20～3(0h年a) 現在の面②積） (ha) 
代の面（①積） ( 残存（②率／①（%）） 図中番号

吉野川 （徳島県） 371.4 314.3 84.6 11 

彦間川 144. 7 68.9 47.6 3 

安曇川 137. 7 67.4 48.9 7 

荒（福川島県阿武隈川支流） 117. 7 100.2 85. l 

錦川 75.4 47.0 62.3 10 

久慈川 72.4 45.4 62. 7 2 

江の川 49.7 43.8 88.1 9 

木津川 43.2 48.4 112.0 6 

松（長川野県千曲川支流） 41.5 8.3 20.0 4 

仁淀川 39. l 44.8 114.6 12 

矢作川 28.2 30.0 106.3 5 

高梁川 24. 7 18.0 72.9 8 

合計 1145. 7 836.5 730 

注 順序は，昭和20代～30年代の面積の大きい順に並べたものである。

図3 調査対象とした水防林の位置
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(2）結果

表 1に示されるように12の水防林の うち， 過去よりも現在のほうが面積が増

加しているものが， 3箇所 （木津川，仁淀川，矢作）｜｜）あった。一方残りの 9

箇所は減少しており，過去80%台となっているものが 3箇所（徳島県吉野J11. 

福島県荒川，江のJll). 70%台が 1箇所（高梁Jll), 60%台が 2箇所（久慈川，

S即｜｜）あった。 さらに50%以下が 3箇所 （安曇川， 彦間川，長野県松川）あっ

た。なお， 12箇所の水防林合計の残存率は73%であり，全体として 3割程度減

少している。

3. 減少の要因

次に上記の調査で明らかとなった水防林のうち特に大きな減少がみられた

（残存率50%以下） 3箇所の水防林を取り上げ，どのよ うな要因で減少したの

かについて文献調査および現地調査を行った。 3箇所の水防林とは滋賀県の安

曇川（49%），栃木県の利根川水系の彦間川（48%），長野県の千曲川支流松川

(20%），の水防林である。このうち最も減少の割合の大きかった松川水防林は，

4章で詳細に述べるので，本章では安曇川と彦間川の水防林の減少要因につい

て述べる。

(1） 安曇川

1) 安曇川水防林の概要

安曇川は丹波山地の百井峠付近（京都市）を源とし，大津市北部と高島郡朽

木村で狭い谷底平野を形成しながら流下し，滋賀県安曇町および新旭町で扇状

地およひ‘デルタを形成して琵琶湖に注ぐ河川である。流域面積418.9km2，流

路延長は57.9kmの 1級河川である。 1961年の空中写真による と，その時点で

は137.7haのマダケを主体とする民有の水防林が約 7kmにわたり存在してい

た。また，水防林にはマダケに混じって部分的にケヤキやエノキも混在してい

た1）。水防林は安曇川町と新旭町の扇状地およびデノレタに立地しており，その

幅は50mないし300mの規模をも っていた。しかし， 1995年撮影の空中写真

によると，過去34年間で70.3ha減少し現在は67.4haを残すのみである。水

防林の歴史は古く，江戸特代中期に長谷川玄斎が水防と扇骨産業振興のために

造林を奨励したのが始まりであるという 16),25）。竹林の造成にともなって，扇

骨はこの地域の特産品のひとつになったが，近年の安曇川河畔の竹林減少にと
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もなって中国からの輸入材を利用するようになった。なお滋賀県林務部による

と，安曇川水防林は現在保安林に指定されておらず，過去にも指定されたこと

はない。

2) 水防林減少の要因

1961, 1963, 1967, 1970, 1975, 1985, 1995の各年撮影の空中写真および，

1920, 1971, 1991の各年測量の 1/25,000地形図（国土地理院発行）を判読し

さらに住民6名に対する聞き取り調査を含む現地調査で確認した結果，以下の

要因で水防林は減少したことがわかった。 減少の要因のうち，面積比で最も多

い（42%）要因は河川改修に伴う伐採であった。安曇川では昭和32年から滋賀

県によ って，計画延長8.1km にわたり改修が行われている 19),20）。滋賀県土木

部河川諜によると，堤防や護岸の部分的補強とともに，昭和34年から36年にか

けて1,538mにわたり新堤が建造されている。 堤外地にある水防林は洪水流の

排水の障害となり，堤防の管理作業にとっても障害となる。水防林の一部は河

川改修にともなう高水敷の拡幅と整備のため昭和30年代から40年代にかけて買

収され伐採された。河川改修に次ぐ減少の理由は宅地（住宅団地および別荘地）

の造成 （34%）であった。これに次ぐ要因はコ守ルフ練習場等の民営スポーツ施

設の造成（20%）であった。この他， 工場の造成によって 3%が減少してい

る。

(2）栃木県利根川水系彦間川

1) 彦間川水防林の概要

彦間川は，栃木県と群馬県の県境にある野蜂 （1,0IOm）と丸岩岳（1,127

m）の東斜面に源を発し，その流域面積は50.1km2，流路延長は25kmの一級

河川である。田沼町の飛駒盆地より下流の区間で谷底平野を形成して流下し，

田沼町戸奈良で扇状地を形成して旗川（渡良瀬川支流）に合流する。1966年撮

影の空中写真によるとこの時点で彦間川には，飛駒盆地から旗川との合流点ま

での約10kmの区聞にわたり， 面積144.7ha，幅50mないし200mのマダケを

主体とする民有の水防林が存在していた。これらの水防林の成立は，江戸時代

といわれているがその成立過程は定かではない。また大正年間に栃木県によっ

て造林が奨励され，面積が拡大した26),29）。 しかしこれらの水防林は昭和40年

代以降減少し 1990年撮影の空中写真によると68.9haの水防林しか残ってい

ない。なお，彦間川水防林の一部は保安林に指定されている27)。
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2) 水防林減少の要因

彦間川の水防林の減少の最大（58%）の要因は建材用の砂利の採取である。

1966, 1973, 1975, 1981, 1987, 1994の各年撮影の空中写真と， 1958,1968, 1973, 

1976, 1982, 1988の各年測量の 1/25,000地形図を判読して，砂利採取の区域を

把握した。さらに水防林付近に住む住民8名とこの地域の砂利採取に従事して

いた建材業者（2社）に対する聞き取り調査を含む現地調査でその位置やおお

まかな年代を確認した。それによると，昭和40年代初頭より，高度経済成長に

よる建設資材の需要増大にともなって彦間川沿岸での砂利の採取が開始され

た。昭和40年代と昭和50年代前半において，彦間川では 5社の建材業者が民有

の水防林を買収し，伐採後砂利の採掘を行った。これらの砂利の採取地の一部

は，現在建設残土等で埋め戻しを行って，工場や住宅となっているが，大部分

は未利用の空き地となっている。さらに，水防林減少の要因としては，砂利採

取の他に，宅地－工場－耕地の開発（11%）と，河川改修（7%）があった。

彦間川では，旗川との合流点から下彦閉までの8.45kmの区間で，昭和35年よ

り栃木県が河川改修事業を行っている28）。水防林の一部は河川改修に伴う河道

の拡幅や直線化によって伐採された。なお，本地域では伐採理由が不明の水防

林が22%あった。

4. 松川水防林減少の原因

表 1に見られるように，最も減少の割合が大きかったのは，千曲川支流松川

の水防林である。また，松川の水防林の開発は行政が主導した点で、他の河川の

ケースと異なる。そこで本章では松川の水防林の事例をとりあげて，社会的背

景も含めたより詳細な水防林減少の要因を述べる。

(1) 松川の概要

図Hこ示すように松川は，志賀高原にある標高2,305mの横手山の商斜面に

源を発し，上高井郡高山村を流下し，小布施町と須坂市の境界を流れて，小布

施町で千曲川に合流する一級河川である。全体としてほぼ東から西へと流れて

いるが，千曲川との合流点付近の 3km上流で北方向に向きを変え千曲川と平

行に流れて合流する。その流域面積は98km2，流路延長は26.4kmである。高

山村牧集落より下流の区間では松川扇状地を形成し，小布施町と須坂市北部は

この扇状地に位置している。松川扇状地では江戸時代より石積みの堤防が築か
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亡二コは水防林のある河川区間を示す

図4 松川水防林の位置

れてきたがへ昭和39年より千曲川との合流点から2.75 kmを国が，その上流

4kmを長野県が河川改修事業を行っている4),11）。長野県須坂工事事務管内図

によると，ダムの設置状況は，本流には不動岩夕、ム・不動大崖タム等 9箇所の

砂防ダムが設置され，支流にも 9箇所の砂防ダムが設置されている。

(2) 松川水防林の概要

1947年撮影の空中写真によると，この時点で松川には，右岸側の小布施町で

16.0 ha，左岸側の須坂市で25.5haの合計41.5haのアカ マツを主体とする水防

林が存在していた。これらは50mないし200mの幅を持ち，提内地に設置さ

れていた。長野県の保安林台帳によると，その約半分は明治30年から大正 9年

にかけて順次保安林 （水害防備保安林）に指定された。これらの水防林の成立

は，江戸時代といわれているが，その成立過程は定かではない。小布施町千両

には江戸初期に福島正則が築いたと伝えられる震提および乗越堤である千両堤

の史跡が遺っており，江戸時代に扇状地でしばしば行われた氾濫工法の治水体

系の一環として水防林が造成されたと思われる川。これらの水防林は昭和40年

代の開発と共に姿を消しはじめ，1990年撮影の空中写真によると8.3haの水防

林しか残っていない（図 5参照）。

(3) 水防林減少の要因

松川水防林の減少要因を明らかにするため，1947,1971, 1990の各年に撮影



．． Ill 伐採された水防林残存している水防林

図5 伐採された水防林
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された空中写真と， 1952,1966, 1983, 1992の各年に測量された 1/50,000および

1/25,000地形図を用いて，消滅した水防林の位置と面積を明確にした。次にこ

れらの消滅した水防林について，長野県・小布施町・ 須坂市等の自治体の発行

した史料・統計・報告等の文献調査と，住民10名を対象とする聞き取り調査を

含む現地調査によって減少の原因を明確にした。

その結果，消滅した水防林の54%が工場造成によるもので， 34%が宅地の造

成によるものであることがわかった。水防林減少の過程は右岸側 （小布施町）

と左岸側 （須坂市）で異なる。

1) 小布施町（右岸）の水防林の減少の要因

小布施町は，昭和30年代の高度経済成長による都市への人口集中にともない

過疎化が進行していった。昭和40年代に入り，人口が l万人以下に減少したの

を契機に，その対策として，宅地造成を行い人口の増加をはかろうとし、 う施策

がはかられた。昭和44年には小布施町開発公社が設立され，合計10の住宅団地

の造成事業が進められていった15）。表 2に整理したよ うに，そのうちの3つの

団地 （千両団地－栗が丘団地・第二栗が丘団地）が，昭和46年から53年にかけ

て合計 7haの水防林を伐採して造成された33）。図 5では千両団地・粟が丘団

地・第二栗が丘団地がそれぞれ水防林①～③に該当する。このように小布施町

では人口増加政策の一環である宅地造成が要因となって伐採された。その後，

平成 7年に，水防林④が病害虫により枯死し，伐採された。

2) 須坂市 （左岸）の水防林の減少の要因

須坂市は戦前においては製糸業が盛んであったが，戦後衰退し，製糸業にか

水防林の伐採の原因となった松川沿岸の開発表 2
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わって電子部品工業が成長していった。これは昭和17年から20年にかけて疎開

してきた富士通を初めとする軍需疎開企業により始まり，発展したものであ

る。昭和30年代以降須坂市は， 市の工場誘致条例などによって工場団地を積極

的に造成し，電子部品工業を中心とする須坂工業地区を形成している23）川）。

現在6つの工場団地が立地しており，これらの 6つの工場団地のうち， 3つの

工場団地（松川工業団地， 松川林間工業団地，小島工業団地）が，昭和43年か

ら昭和62年にかけて水防林を伐採して造成されたものである22）。図 5では，松

川工業団地，松川林間工業団地，小島工業団地がそれぞれ水防林⑤～③に相当

する。面積では17.6haにあたる水防林が工場団地の造成にともない伐採され

た。なお，水防林①は松川工場団地が造成される際に住宅が造成されたため伐

採された。

水防林が工場団地の用地として，選ばれた理由はし、く つかある。工場団地の

用地は，広い土地を必要とする，傾斜が緩い，地価が安い，騒音や大気汚染の

問題から市街地から離れていることが望まれる，といった条件がある24）。その

点で，河川沿いの水防林がその用地として適していた。工場団地は市が主体と

なって，造成・企業誘致を行った。須坂市商工観光課および須坂市企画調整

部22）によると工場団地の用地となった水防林は市の所有地あるいは私有地であ

り，契約形態は契約期間30年の賃貸契約である。

(4) 河川改修と保安林指定解除

松川の水防林はその約半分が保安林に指定されていたが，これらの保安林の

うちほとんどは，宅地や工場団地への転用の際，その指定が解除された。森林

法によると保安林の指定を解除するためには，「指定の理由が消滅する」か，

「公益上の理由が存在する」とし、う解除理由がなくてはならない。長野県の保

安林台帳によると，松川水防林の保安林解除の理由は，指定の理由が消滅した

ためである。森林法第26条では，指定の理由が消滅したときは，保安林の指定

を解除しなければならない，と規定されている。指定の理由が消滅した場合と

は，例えば水防林のケースでいえば，護岸や堤防といった保安林の機能に代替

する機能を果たすべき施設等が設置されたとき，又はその設置が極めて確実と

認められる場合，に該当する。松川の河川改修については，主な河川管理者で

ある長野県によって昭和39年から現在に至るまで，旧堤防の法面の補強および

護岸工といった改修が行われてきた。その距離は 4kmにわたり，水防林のあ
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る区聞はこの改修区間に含まれている。

左岸側の須坂市では，水防林があった区間では戦後大きな氾濫実績がない21）。

また，右岸の小布施町では，戦後，水防林のあった河川区間で 3回（昭和24

年，昭和33年，昭和34年）の破堤・氾濫が発生しているが15），昭和40年代以降

大きな氾濫は発生していなL'13）。松川の場合，砂防ダムの建設と，河川改修

（堤防の法面の補強）が行われたことによ り破堤の危険性がなくなったという

判断に基づき，改修された堤防が水防林の代替施設としてみなされ保安林指定

を解除された。松JI！の事例は河川改修の進展が間接的にも水防林の減少に寄与

したことを示している。

5. 考察

(I) 小括

昭和40年代以降の水防林の面積の変化を， 12の河川の水防林を対象として調

査した。その結果， ①増加している水防林もあったが，減少している水防林の

ほうが多いことがわかった。また12河川の合計面積では 3割程度減少している

ことがわかった。②さらに特に減少の割合が大きかった 3つの水防林について

その減少の要因を調査した結果，長野県の松川では工場および住宅の造成であ

り，安曇川では河川改修， 宅地造成，民営スポー ツ施設建設であり， 栃木県の

彦間川では砂利採取が主であった。これらの水防林の減少の要因は地域性を反

映して多様であると同時に，土地利用の高度化にともなう開発である点で共通

してし、る。

(2）平地林との共通点と相違点

水防林と主に台地上に立地する平地林の減少要因とを比較してみると，共通

する点と，相違する点がある。

犬井2）は，関東平野の平地林について詳細な研究を行っている。 1960年代に

始まる高度経済成長以前は，平地林は畑地で使う堆肥あるし、はかんしょの苗床

醸熱材や，建材や薪炭材等の生活資材として貴重な林 （農用林）であった。と

ころが高度経済成長期以降，燃料革命や化学肥料の普及などにより平地林はそ

の価値を急速に減じ，利用されなくなっていった。このような状況の中で開発

の圧力を受けた平地林の一部は公共施設・コ守ルフ場－工場・宅地として転用さ

れて行った。



渡辺 戦後における水害防備林の面積の変化と減少の要因 73 

このような平地林の減少の背景と水防林の減少の背景は，相違する点と，共

通する点がある。本稿で対象とした減少率の大きかった3箇所の水防林では，

し、ずれも河川改修がその直接的あるいは間接的原因になっている。 水防林は，

治水が主目的であるから河川改修が進展するとその相対的価値は低下する。森

林の価値の低下という点では関東平野の平地林と共通するが，その理由が農用

林としての価値以外に治水施設としての価値である点で相違する。

しかし，一方で， 他の土地利用に転換する際に，高度な土地利用への要求が

はたらいた点て‘は関東平野の平地林と共通する。水防林は，扇状地など平野の

上に立地する林である。平野は人間活動の活発な地域であり，都市域に近い場

合，高度な土地利用が行われることが多い31）。したがってこの開発の圧力とい

う点でも水防林の減少と平地林の減少には共通性がある。また，さ らに細かく

見れば，水防林は河畔に立地するとL、う地理的条件があり，この立地条件は，

河川改修，砂利採取といった水防林特有の開発の要因となっている。

尚，本研究では，水防林の直接的な減少要因を主に調査したが，今後はさら

に，その背景となっている間接的な要因，例えば生産林，農用地， 地域住民の

レクリエーションの場としての価値の低下についても調査してゆきたい。

最後に，資料を提供して下さ った関係諸機関の方々と，聞き取り調査に応じ

て下さ った住民の方々に心より御礼申し上げます。
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