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I . はじめに

静岡県巴川流域におけるため池の

洪水調整池への転用

内田和子
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v.おわりに

ため池が多く分布する都市近郊地域では，ため池の改廃や維持－管理の不行

き届き，水質汚濁等多くの問題が発生している。一方では，ため池を貴重な地

域資源、として見直し 活用する動きもみられる。このような中で，ため池の保

全は地域住民にとっても行政にとっても重要な課題となっている。

ため池を多く有するいくつかの府県では，都市化地域のため池を主たる対象

とした新しい維持 管理計画を策定している。筆者はこれらの先駆けとなった

大阪府のため池オアシス構想について，事業実施地区を対象に調査を行った。

その結果，同構想ではため池の農業用水供給機能の保持を大前提としているた

め，事業実施後の維持－管理面で、農業者への負担が大きいことを指摘した（内

田， 1999）。オアシス構想による事業は，行政の農林水産部門が主体である以

上，このような問題はやむを得ない一面をもっている。しかし農業用水の需
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要が大幅に減少している都市化地主主にあって，農業水利施設としてのため池の

機能を重視する保全策は地域の実態と合致しない点も多い。

そこで，ため池の用地や施設を他の目的に転用する方策も生まれる。ため池

が農業水利施設としてほとんど機能しなくても，他のH的に利用されて機能

し十分な維持・管理がされれば，池の有効な活用ができて，保全がはかられ

ると言えよう。

本論では，農業用ため池を洪水調整池に転用した静岡県巴川流域を取り上

げ，治水目的への転用が実現した要因をさぐることにする。本論でし、う洪水調

整池とは，堤防の寓上げや池底の掘削によ って平常の貯水量に加えた洪水調節

容量をもつようになった池で，洪水調節容量は余水吐と排水路によって近接す

る河川に排水される。その意味では，雨水貯留施設IIのひとつといえる。

ため池は用水供給機能に加えて，元来，少量ながら洪水調節機能も有してい

る。この機能については，近年，防災ため池工事にみられるように， 一部のた

め池に対しては洪水調節機能の付与ー増進が積極的にはかられている。前述の

大阪府のため池オアシス構想の中でも，ため池の改修工事を実施する際に，洪

水調節機能を付加している例もある。また，ため池の治水効果についての研究

も行われている（たとえば建設省姫路て事事務所1979）。さらに，ため池を洪

水調整池として活用した代表的事例の紹介もされている（たとえば建設省土木

研究所1980，雨水貯留浸透協会1998b,c）。しかしそれらの事例はまだ少な

し筆者の管見を通したところでは， t記の以外には静岡県浜北市町愛知県

武豊町3），名古屋市引等の事例がある程度である。

研究面でも，農業用ため池の洪水調整池への転用にかかわる論文は，少なく

とも地理学の分野では例を見ないと思われる。したがって，本論は巴川流域と

L、う限られた事例ながら，ため池を治水目的に転用するための必要条件を考察

する点で，地理学の分野から都市化地域におけるため池の再活用にひとつの示

唆を与えるこ とができると思われる。

II. 水害常習河川としての巴川

(1) 巴川流域の地形条件

巴川は静岡市北部の文殊岳山麓に源を発し，静岡市市街地の北部低地を東流

し，清水市の中心市街地を流下して，清水港で海に往く二級河川である（以l

1）。本川の流路延長は17.98km，流域面積は94.02km2である。本川の流路勾
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配は1.3～002/1,000ときわめて緩く，窪地状の低地を流 Fしている。巴川本

川は水源より約 4kmを流下して低地部に入る。本川沿い低地部の標高は最高

で約 7mであるのに対しこれより南に位置する静岡市市街地の標高とその

付近の安倍川河床高は海抜約20m である。しかも，本川上流部および本川低

地の北部に接する山地は，糸魚川・静岡構造線沿いの断層破砕帯で，崩壊しや

すい土質である。この山地からは巴川本川の他に，長尾）｜｜，塩田川等の支）｜｜が

流れ出している。これらの支川は大雨時に多くの土砂を送出し，本川との合流

点付近に大量の土砂を堆積させて，本川の流下を妨げている。近世より，巴川

流域住民は田植え前に，これらの合流点付近の土砂を淡諜してきた。現在で

も，これらの河川は大量の土砂によって，下流部が天井川となっている。この

ように，緩勾配の本川低地と崩壊しやすい山地の存在が巴川の洪水の主要因と

して指摘できる。

図 2は巴川流域主要部の地形分類岡である。安倍川と巴川の聞には糸魚川

静岡構造線の先端部に隣接する賎機山地が北部より駿府公園近くまで張り出し

て，巴川流域の西の境界となっている。賎機山地の西部から南部，南東部には

安倍川の形成した大きな扇状地が存在する。安倍川扇状地面の勾配は 7～2/

1,000と大きく，静岡市中心部は厚さ100m以上の砂礁層が堆積している。扇

状地の東側はおよそ大谷川の谷底平野までで，その東には右長丘陵が大きく広

がっている。

登日遺跡南方から大谷川河口までの大谷川の谷底平野付近は，高松低地と呼

ばれる低湿地である。 巴川はかつて西方より高松低地を南下していたが，安倍

川扇状地に続く扇状地性微高地の張り出しと有度丘陵からの小河川の扇状地に

よって流路を東向きに転じたと考えられている（静岡県農地企画課1975a）。高

松低地の軟弱地盤の厚さは約20mである（建設省国土地理院1981a）。そして，

有度丘陵の東部から東北部には 3列の大きな砂州が横たわり，巴川の最下流は

砂州上を流れている。

このように，巴川本川は北部と西部を山地，南部を安倍川扇状地と有度丘

陵，東部を砂州によって閉ざされた低地を流れている。そして，北部の山地や

南部の有度丘陵から流れ出る河川が多くの扇状地を形成している。しかも，こ

れらの扇状地の前面には扇状地性微高地が張り出している。特に，安倍川のも

のは安倍川扇状地上の孤立山地である谷津山，八幡山，有度山が扇状地の形成

を分断したため，細長い舌状の扇状地性微高地が北東と南東へ張り出したと言
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注） 水系は1975年当時のもの。

資料） 静岡県農地企l函l課 I1975a号制．建設省凶土地周院（1981a,bl 宇中写真宇lj読および現地調

査により作成。
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われる。この扇状地性微高地の地質は磯質堆積物である。この他，本川や長尾

川の扇状地の前面にも後背湿地とは異なった磯層や泥砂磯互層からなる扇状地

性微高地の張り出し面が見られる。

巴川低地部は上流より，麻機低地，巴川中流低地，下流の矢部 ・駒越海岸低

地と砂州帯とに大別される。麻機低地は静岡市の麻機地l哀を中心とする地域で

ある。麻機低地は中央に浅畑沼が現在でも残るように広大な湿地帯が存在し

た，最低点の標高が 6m以下の低湿地である（麻機誌をつくる編集委員会

1979）。この低湿地の成因は，賎機山地が安倍川と並行して南に突出している

ため，安倍川扇状地がその山地の南端を回りこんで北側にも扇面を拡大したも

のの，この地までは堆積がおよばず，湿地のまま取り残されたためで、ある（静

岡県農地企画課1975a）。そのため， 麻機低地の地質は泥炭と有機質土壌が地表

から 3～10m の厚さで堆積し，その下にはさらに厚い海成粘土層が存在する。

これら軟弱地盤層の厚さは30～50mにおよぶ（建設省国土地理院 a）。これに

加え，麻機低地の東側には長尾川が合流し，長尾川の送出する土砂が合流点を

閉塞していることで，低地の排水が困難である。

麻機低地の東に続く巴川中流低地は，清水市の市街地がのる砂州、｜の背後にあ

ったラグーンが埋積されてできた浅い皿状の低地である（静岡県農地企画課

1975b）。この低湿地の中心部付近は海妓 Sm以下で，軟弱地盤層の厚さは30

m である （建設省国土地理院 b）。この低地の北部は山地とその山麓にある小

規模な扇状地によって画され，南部は有度丘陵の麓にある多くの小扇状地によ

って閉ざされている。

下流部の矢部－駒越海岸低地は有度丘陵と砂州、｜の聞のラグーンが埋積された

もので，軟弱地盤層の厚さは約20m である（建設省圃土地理院 b）。同じく 下

流部の砂州帯は南北方向の 3列の砂州から成り，北矢部から北に伸びる内陸部

のものがもっとも古く，標高の最高地点は海抜約10m である。 村中から南へ

伸びるものが真ん中の列の砂州にあたり，標高は 5～3mである。形成時期の

もっとも新しい海岸沿いの砂州での標高は約 2mである。

(2) 巴川流域の水害

巴川は古くから水害常習河川として知られ，近世にも大規模な改修計画が何

回か立案された。しかし L、ずれの計画も実現されなかったり，工事が，，＿，止さ

れたりで，効果をあげなかった。 1904年に巴川流域の11ヵ村によって，巴川水
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害予防組合が設立された。組合はT事費用の一部を負担し，改修を決議した

が，工事の賛成派と反対派の聞で争いを生じ，暴動とな って，検挙者が出た

（巴川水害予防組合1930）。 この後， 1907年から 5年間にわたり，長尾川の合流

点を下流に変更する工事（延長3,950間余）が実施された。しか し本格的な

改修は1953年からの県による事業を待たねばならなかった。

巴川の水害は現代においても続発した（表 1）。中でも， 1974年 7月 7日に

は台風8号と梅雨前線による，いわゆる七夕豪雨の洪水が生じ，静岡，清水両

市で浸水家屋26,124戸，浸水面積2,650ha，死者 4名の被害を受けた5）。この

水害は戦後最大であり，暦史上でも有数の大水害とな った。この七夕豪雨の水

害については，「あばれ水」編集委員会（197 5），静岡市 （1979），巴川流域総

合治水対策協議会（1994）によって以下に考察してみる。

1974年 7月，台風 8号が梅雨前線を刺激し，巴川流域では集中豪雨となった。

表 1 巴川流域における第2次大戦後の主要洪水

年 月 原 因 総（降m雨量
m) 浸水（h面a）積 ｜ ｜ 浸水（戸家）屋

1949年 6月 台風，梅雨前線 353.0 コ ？ 

50年 6月 梅雨前線，低気圧 454.0 〉 ？ 

58年 7月 台風11号 276.0 予 1,620 

59年 8月 台風 7号 268.0 予 37 

60年8月 台風12号，寒冷前線 214.0 予 1,390 

64年 6月 低気圧，梅雨前線 215.3 10.0 137 

69年 6月 低気圧，悔雨前線 243.5 予 311 

71年8月 台風23号 296.0 0. 7 1,054 

72年 7月 台風 6号，梅雨前線 215.0 65.3 416 

72年 9月 低気圧，台風20号 302.0 106.3 673 

74年 7月 台風8号，梅雨前線 508.0 2,584.1 26,156 

82年 9月 台風18号 497.0 456.0 4,311 

83年 8月 豪雨 201.0 25.9 323 

83年 9月 台風10号 275.5 453.9 I, 190 

87'cド8月 寒冷前線 279.0 17.8 1,201 

90年 8月 台風ll号 216.0 224.1 574 

91年 9月 台風17～19号 523.0 253.8 367 

注） 総降雨量は静岡市におけるものである。

資料） 巳川流成総合治水対策協議会 （1994）より作成。
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7日から静岡県は豪雨となり，静岡市，清水市においては， 7日午後 9時から

8日午前 4時までの 7時間に毎時50～80mmの雨があり，静岡市では観測史

上，最大の日雨量508mm (7日午前 9時から 8日午前 9時まで）となった。

これ以前の 2～7日までに， 150mmを越える先行降雨があったため，山崩れ

や洪水による被害が大きくなった。

図3は巴川流域主要部の1974年 7月の洪水状況閃である。静岡市の大谷川右

岸地区やJRと静岡鉄道の線路付近では， 7日21時40分には既に床上浸水とな

っていた。 22時20分には全県に大雨警報と洪水警報が発令された。 23時00分に

は，北安東，古庄，麻機等の地区で浸水が始まった。このうち，麻機低地では

路上で最大 2m 30 cmの水深となって3日間湛水 した。

支川の長尾川では静岡市川合旭町で， 8日2時15分に右岸堤が約70m にわ

たって決壊した。同じく支川の吉田川では上流で山崩れがあり，河川に多量の

土砂が流入して排水能力が低下し，さらに本川の溢水で排水が不可能となって，

8日1時には下流部で約4,160戸が床上浸水した。

本川上流部では多数の山崩れによる上砂が河川に流入して水位が上昇し，各

地で越水した。本川上流部の羽高地Fーでは，8日1時10分に本川提防が決壊し

た。 8日午前 4時には静岡市の降雨量が450mmkこ達し，標高10m以下の低地

の家屋は水中に孤立した。浸水は後背湿地・デルタのほぼ全域におよび，扇状

地と扇状地性微高地の一部と砂州、｜の一部にもおよんでいる。

清水市でも， 7日21時30分噴から各地で浸水が始まり， 22時には床下浸水の

地区が多くなり，清水駅や新清水駅付近でも床下浸水となった。 23時を過ぎる

と，市内の低地部では床上浸水被害が相次ぎ， 23時40分には市内の楠付近（長

尾川合流点付近）にて巴川本川堤防が決壊した。 8日0時12分には下流の万世

で再び巴川本川堤防が決壊， 0時23分には塩田川が氾濫， 0時36分には能島で

巴川本川が氾濫した。塩田川の氾濫箇所に近い高部地｜ヌ．では，既に21時30分頃

から浸水が始まってし、たが，塩田川の氾濫によって浸水が助長され， 8日l時

には清水港の満潮によ って，水深が lm 90 cmに達した。この地l又では死者 4

名，負傷者21名，床上浸水818戸，床下浸水295戸の被害を生じ， 8日17時に水

がヲ＼1,、たが，後には厚い泥土が堆積した。また， 2時55分には後述する有東坂

池が越水した。有東坂池は 2時20分に満水に達し，近接する船越池では既に 7

日の23時05分に満水に達していたが，越水には至らなかった。

清水市においても市街地を含む低地部のほぼ全域が浸水し床下浸水から水
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注） 水系は1975年当時のもの。

資料） 「あばれ水」編集委員会（1975），静岡市（1979），および巴川流域総合治水対策協議会

(1994）により作成。
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深 2m以上までの浸水をみている。本川と有度丘陵との中間に位置する長崎

では水深 2m，本川と東名高速道路との聞の永楽町でも 2m 20～30 cmの水深

であった。

以上のように，巴川流域では時間雨量が50mmを越えた21時30分頃から低

地での浸水がいっせいに始まり，翌朝未明までに大部分の低地部が床下浸水以

上の浸水被害を受けた。特に，軟弱地盤層の厚い地域を中心に，浸水深が大き

かった。また，河川の氾濫，決壊箇所も支川との合流点付近や流路の変換点，

橋梁，道路等の水流を妨げる堅固な構造物付近で生じている。さらに，崩壊し

やすい土質の山地内で多くの山崩れが起きたことも，河川の流下を阻害して水

害を大きくさせた。

地形と浸水との関連でいえば，扇状地は塩田川の場合を除き浸水していな

い。塩田川では上記のよ うに，扇状地上で氾濫を生じたため，浸水したもので

ある。扇状地性微高地は安倍川のものは規模が大きく，砂礁層の厚さも巴川系

のものに比べ厚いため浸水していないが，小規模で砂磯層も薄い巴）11と長尾川

のものでは浸水した。これは表層地質を見ても，安倍川のものが磯層であるよ

うに，扇状地性微高地の発達度合いも河川規模に比例することによると思われ

る。また，自然堤防は巴川の流域で、は発達不良で‘小規模なため，すべて浸水し

た。自然堤防の発達不良の原因は，巴川が安倍川のような勾配の大きい扇状地

河川とは異なって，緩勾配のどちらかといえば越水して長期的に湛水するタイ

プの洪水を起こす河川だからであろう。したがって，低地の中でも特に標高の

低い窪地である後背湿地と デルタは全面的に浸水した。砂州帯において，古し、

砂州では一部の浸水に留ま ったが，新しい砂州では広く浸水した。

ill. 巴川の治水対策

七夕豪雨による災害を契機に，巴川流域では1978年度から多目的遊水地事業

が開始され，同年には総合治水対策特定河川に指定され，翌1979年度からは指

定に基づく総合治水対策特定河川事業が実施された。これらの事業が開始され

た背景には，元来，巴川が地形的条件に起因する水害常習河川であったことに

加え，巴川流域の都市化が急速に進行したことがある。たとえば， 1955年から

総合治水対策特定河川事業の開始直後の1980年ま でに，流域の人口は18万

4,000人から31万9,000人へ，市街化区域は2,252ha （流域面積の21.6%）から，

4,063 ha (39%）へと増加した。
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巴川の総合治水対策特定河川事業では，河川改修，流域内の流出抑制をはか

る貯留浸透事業，適正な土地利用の誘導，浸水実績の公表，水防警報施設の整

備・拡充等が行われている。この事業は 1/5確率で時間雨量58mmに対応す

る暫定計画と， 1/50確率で時間雨量92mmに対応する長期的な展望にたった

将来計画とから成っている。このうち，もっとも重要な事業は河川改修のうち

の放水路建設と本川の河川改修および流出抑制施設のうち多目的遊水地建設で

ある。 1998年度末現在， 1/5確率対応の河川改修事業はおおむね完成している。

放水路の開削は，有度丘陵の西側を流れる大谷川と巴川に南部から流入する

後久川を延長2,650mの新規開削部によって結び，巴川本川の水を大谷川によ

って駿河湾に排出する計画である。この大谷川放水路は1986年に暫定通水して

おり， 1999年 5月に完成予定である。将来的には， 1/50確率に対応する計画高

水流量の400m3/sが駿河湾に排水され，巴川本川は放水路より下流の支）｜｜か

らの流量を集め， 890m3/sが清水港に排水される。

多目的遊水地事業は巴川低地のうちでもっとも低湿な麻機地区において，

1978年度から実施されている。 麻機遊水地は総面積200haを予定し，第 l期

計画として86ha，第 2期計画として93haの工事が施工される。既に，第 l期

のうちの31haが実施済みである。第 l期計画は総合治水対策による 1/5確率

の暫定計画における洪水調節量110m3/s tこ対応し，貯水容量は100万m3/sで

ある。計画がすべて完成すると，洪水調節量は260m3/s，貯水容量240万m3に

なる予定である。

本川下流部は東海地震の津波対策として，河口から東海道線橋梁まで2,200

m の堤防の嵩上げ，本川河道の掘削，護岸建設，引堤等の河道整備が行われ

ている。本川ではこの他に，塩田川合流点付近の400m と清水市入江 1丁目付

近160mの改修が行われた。

この他に，流域から河川への流出を抑制する様々な雨水貯留施設が設けられ

ている。河川に接続して設置され，洪水を一時的に貯留させることで洪水に対

して下流域の安全性を高める遊水地も雨水貯留施設のーっと言える。遊水地以

外に巴川流域で取り入れられている雨水貯留施設としては，透水性舗装，駐車

場貯留施設，各戸貯留施設，棟間貯留施設，校庭貯留施設，雨水貯留池等があ

る。このうち，農業用ため池の転用によるものは雨水貯留池として分類されて

し、る。巴川流域で使用されている雨水貯留池は，一般的には防災調節（整）池

等6）のうちの防災調節池や遊水地に近いものと考えられる。筆者は本論の冒頭
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部分において，巴川流域の治水目的に転用されたため池について，構造や機能

を説明して，洪水調整池と称した。この種の池の名称が錯綜して混乱をきたさ

ないために，本論では前述のよう に，治水目的を主たる目的に転用したため池

の形態を洪水調整池と称すこ とにする。

凶 4には，巴川流域における雨水貯留施設のうち，大規模な遊水地（麻機遊

水地）を除いたものを示している。これらの施設は静岡市が1984年から清水市

4
「十

凡例
0 公陪1
・ 学校
tr ため池および貯留池のある公劇

① その他の公共施設・同地

， 
、ーー

流域界

＜？~ 

o’ 0 

’巴川

0 ． 

0 2km  
」ーーーーム一一ー＿，

図4 巴川流域における雨水貯留施設の分布

資料） 静岡県河川諜，静岡市河川潔および清水i!T河川課資料によ り作成。
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が1985年から設置したもので， 1998年現在107ヵ所， 総貯留量は25万5,967m 3 

である。施設の多くは学校や体育館，公民館等の公共施設のグラウントや駐車

場，公園である。これらの施設の設置は市単独事業，流域貯留事業もしくは県

費補助事業によって実施されている。この他に，遊水機能保全事業として，静

岡市は1984年度から清水市は1985年度から， 特定地域の田畑を盛上しない地権

者に対して補助金を交付している。

IV. 農業用ため池の転用事例

洪水調整池へ転用された農業用ため池の代表的な2事例について，以下に記

し，転用が実現した要因をさぐることにする。

(1) 胸形神社池

静岡市瀬名の胸形神社池は，巴川支川の長尾川が形成した扇状地の扇端付近

にあって，東側を同じく支川の瀬名新川に接している。池は瀬名地灰の氏神で

ある胸形神社の一部であり， 1685年頃築造された。池の土地は神社所有地であ

る。この池には長尾川の伏流水が豊富に自噴し， その湧水を利用して下流の水

出がi霊概されてきた。池の水は池を出てから用水として，地区の水平IJ組合に該

当する部農会によって各地区に振り分けられていた。従前より，池の水による

用水には水利権は設定されておらず，水利費も徴収されなかった。池の維持

管理は従来より瀬名地区の東下町内会の会員が氏子としてあたり，草刈りや清

掃を行ってきた。その際の維持－管理費は町内会の祭典費から捻出された。

近年，池周辺地医の都市化により，湧水量が減少したため，渇水期の補水用

に給水施設を設置した。巴川の総合治水対策事業が進展する中で，町内会（氏

子），静岡市，神社の 3者間で協議がされ， 1986年に池の整備が行われた。事

業は県の準用河川補助事業で，事業費は33,000千円であった。 県と市との負担

割合に関する資料は残存してしないが，地元負担はなかった。池の整備後も，

池からの水は用水として利用されていた。しかしこの10年間ほどの宅地化に

よって水田が大幅に減少し，現在，水田の濯瓶用水としての使用はなし、。表 2

には，胸形神社池の位置する瀬名地医の1970～95年の農家数や耕地面積等の推

移を示した。 1970～90年の20年間にこの地区の総戸数は約 9倍に増加し，水出

面積は95年には70年の約35%に減少していることからもこの事実が裏づけられ

る。
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表 2 瀬名地区における1970～95年の農家数，耕地面積等の変化 （単位 （）内%）

年 総農家数 総戸数 専数業農家 第業良l種家兼数 第業農2種家兼数
水田面積

1970 
207 457 58 85 64 

(100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) 

85 
182 19 60 103 

( 87 9) ( 32.8) ( 70.6) (160.9) 

90 
147 4,070 9 13 125 

( 71.0) (890.6) ( 15.5) ( 15 3) (195.3) 

95 
113 21 36 56 

( 54.6) ( 36.2) ( 42 4) ( 87 .5) 

注） %は1970年時の数字を100%とした時の割合。
資料） 段業集落カ ドより作成。

流入口

図5 胸形神ti池の概要図

資料） 静岡市河川課資料により作成。

a 

6,080 
(100 ) 

3,022 
( 49. 7) 

2,264 
( 37. 2) 

2,111 
( 34. 2) 

畑面積
樹面園積地a 

a 

1,430 11,380 
(100 ) (100 ) 

842 7,738 
( 58 9) ( 68 0) 

1,082 5,193 
( 75.7) ( 45.6) 

1, 152 4,190 
( 80 6) ( 36 8) 

池の工事は護岸の嵩上げと池底の一部掘削，隣接する瀬名新川からの流入

口，余水吐，排水門を設置して，洪水の一時貯留施設としての整備を行った。

さらに， 神社としての景観に配慮、した擬木や自然石を使って親水工事を行っ

た。洪水の調節は瀬名新川の水が池の流入口より越流暗渠で入り，貯留後の水

は排水口より排水される （図 5）。洪水調節量（計画流入量）は2.59m"/sであ

る。胸形池の工事前後の諸元は工事前の水面積4000 m九水深0.5～0.6m，貯

留量2,200m3であったが， 工事後の各項 目はそれぞれ4,150m2, 1.5 m, 6,225 

m＞となった。

整備後の維持－ 管理について，施設管理，大規模な清掃，給水施設の修理等

は人員も費用も静岡市の負担で，草刈りや日常的な清掃，渇水時と清掃時の揚
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水ポンプのスイッチ操作が町内会の分担である。町内会では維持・管理費用を

従来通り祭典費から支出している。

以上のことから，胸形神社池を洪水調整池として転用できた要因は下記のよ

うに考えられる。 a.都市化が進行 して，水田の用水需要が減少した。表 2に

よれば，池の工事が実施された1986年の前年にあたる 1985年では， 1970年と比

較して総農家数は87.9%に，専業農家数は32.8%に減少したが，第 2種兼業農

家数は160.9%に増加して，水田面積は49.7%に減少した。 b 巴川の総合治水

対策河川指定に伴い，地元費用負担のない各種の治水事業が実施可能となったo

c.都市化により池の湧水量が減少した。 d.池は神社の所有地であり，神社の

一部としての池の湧水には水利権が設定されず，水平IJ費も徴収されなかった。

したがって，池の洪水調整池化や親水化工事に際して，権利や費用負担に関わ

る争いがなかった。 ι 従来から，氏子の奉仕活動としての池の維持 管理が

行われてきた。 f都市化は進行しているが，ll:J来の住民も多く，その人々を中

心として池の維持・管理に当たる氏子組織が継続できた。このことは上記のよ

うに， 1985年時の総農家数は1970年時の87.9%であり，第 1種兼業農家数も

70.6%であることから，水田農業の表退や兼業化は進展したものの，氏子であ

る農家がまだ多く存在していたことで， 維持－ 管理が継続できたといえるo

g.治水事業によって設置された施設及び給水施設の維持－管理と大規模な清

掃作業は静岡市が行レ， IH来の住民には労力面でも費用面でも新たな負担はか

からなかった。

(2) 有東坂池

清水市有東坂の有東坂池は，有度丘陵から巴川に流入する小河川が形成した

扇状地と砂川、！との聞の低地にあって，扇端に接してし、る。 1601年頃，沼沢であ

ったこの地に堤防を築いてため池が造成された。 整備前のため池の規模は周囲

530 m，水面積 1万8,000m2，貯水量 l万4,000m3, 流域面積7.5haであった。

当初の濯概面積は約100haといわれてL、る （船越地区まちっくり推進委員会

1988）。池の西側の扇端部の湧水が谷津沢川に入り， その河川から分水されて

池に導水されていたが，現在，池の水源は湧水が減少し，雨水と生活排水が大

部分で，水質も悪化している。池からの水は排水路と白部川によって巴川支）｜｜

の大沢川に排水される。

表 3には有東坂池の位置する清水市有東坂地区における 1970～95年の農家数
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表 3 有東坂地区における1970～95年の農家数， 耕地面積等の変化 （単位 （）内%）

年 総農家数 総戸数 専数業農家 業第1種兼
農家数

1970 
67 932 11 18 

(100 ) (100 ) (100 ) ( 100 ) 

85 
47 9 12 

( 70.1) ( 81.8) ( 66. 7) 

90 
38 800 7 11 

( 56. 7) ( 85 8) ( 63 6) ( 61.1) 

95 
33 4 13 

( 49.3) ( 36 4) ( 72 2) 

注） %は1970年時の数字を100%としたl侍の割合。
資料） 農業集務カードより作成。

業第農2種家兼数 水田面積 畑面積 樹面園積地a 
a a 

38 1,370 350 2,750 
(JOO ) (100 ) (100 ) (100 ) 

26 609 276 2,429 
( 68 4) ( 44.5) ( 78 9) ( 88.3) 

20 520 272 2,213 
( 52.6) ( 38 0) ( 77. 7) ( 80.5) 

16 291 209 2, 196 
( 42.1) ( 212) ( 59. 7) ( 79 9) 

や耕地面積の推移を示した。 有東坂池受益地では1965年頃から周辺地区の住宅

開発が始まり，都市化による瀧概用水の需要が減少し， 1991年の濯瓶面積は

4.5 ha, 1998年では1.7ha （水田 1ha，果樹園0.7 ha）となった。表 3によれば，

1970年から1995年の総農家数は49.3%に，専業農家数は36.4%に減少し，水田

面積も21.2%に減少した。 この地区での都市化は胸形池のある瀬名地医より早

いので，総戸数は既に1970年の段階で932戸に達している。この他にも都市化

の進展により，池の排水が流入する大沢川周辺での浸水被害が多く発生した。

大沢川は前述の七夕豪雨時にも沿岸で浸水したように，治水安全度が低かった

ため，巴川の総合治水対策事業開始に伴い，洪水確率 1/3に対応する暫定改修

が開始された。

1974年 7月の七夕豪雨の際には， 7月 8日午前 2時20分に有東坂池は満ー水と

なり， 2時55分に越水して，池から約750m下流の国道 1号線では 3時四分に

水深 lmとなって通行止めがされた。しかも，池の下流では， 7月 7日22時40

分に既に大沢川が氾濫し大沢川流域一帯では浸水被害が生じていた。

巴川の総合治水対策事業が開始された1974年度から，清水市の新総合計画の

検討が開始された。 1982年には 「創造， 参加，連携」を柱とする 「人間都市の

創造Jを基本理念とした清水市の新総合計画に基づき，有東坂池周辺の船越地

区（9自治会）まちづくり推進委員会が発足し，市民によ るまちづくり計画が

スター卜 した。この委員会によ って，有東坂池の多目的利用が計画された。

1989年には有東坂池多目的利用推進協議会が発足して，1991年に流j或貯留浸透

事業および清水市単独事業として国庫補助 1/3，市負担 2/3の工事が着工され，



62 

図6 布東坂池の概要図

資料） 清水市川川諜資料により作成。

1994年度に完成した。

総事業費は323,409千円である。て事の内容は池の淡諜，ヘドロの固化，水

面の一部埋立，取水工，余水吐，流入水路，流出水路，広場整備工事，親水工

事である。工事では池底のへトロを凌諜して池の 2/3を埋立て，多H的広場を

造成し，水面の残り 1/3を掘削して用水容量を確保するとともに，魚類の生息

や水質にも配慮した。また，池周辺道路，自然石護岸，擬木橋，植栽等の親水

空間としての整備を行った。池の部分と広場部分は，大雨時には雨水が貯留さ

れ，下流への洪水調節の役割を果たす遊水地として機能する（図的。この洪

水調節量は2.2m3/sである。工事後の池の諸元は面積 l万1,800m2 （常時湛水

面積3,200m2，多目的広場等6,100m2），水深2.50m，貯留量 1万8,300m3であ

る。

治水用の貯留施設としての管理は清水市が行う。纏減期には濯j既用水として

の管理を水利組合的機能をもっ有東坂今泉部農会が行う。施設内の清掃，除

草，堤防斜面の張芝刈り，桜並木の消毒等の日常的な維持－管理業務は年問委

託料金500千円で清水市が今泉部農会に委託している。広場の利用は有東坂池

多目的遊水地広場使用運営協議会において，広場使用基準を定め，使用承認申

請書を提出し，承認されれば使用ができる。 広場使用運営協議会の構成員は，

船越地区連合自治会長，平川地区自治会長，有東坂今泉一区自治会長，有東坂

ため池多目的利用推進協議会長，有東坂今泉部農会長，上原自治会長，有東坂

二区自治会長，清水市治水対策課長の新旧住民と行政の代表者である。
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有東坂池が洪水調整池としての転換が実現した条件として，次のことが指摘

できる。 a.都市化の進行によ って， 水田の用水需要が激減した。b.都市化に

より池の水源の湧水が減少し，生活排水の流入で，池の水質も悪化した。 c

新しく移住してきた住民が急増し，清水市の市民参加によるまちづくり計画の

下で，新旧住民の話合いによる有東坂池の多目的利用が計画された。 d.池の

下流部においても都市化が進展し，浸水被害がしばしば発生するようになった。

E 巴川が総合治水対策河川に指定され，各種の治水事業が地元費用負担なし

で実現した。 f多目的遊水地事業の対象となって，親水空間としての整備も行

え，新しい住民の要望にも応えられた。 g施設の維持 管理は清水市が行う

他，地域の部農会が行う清掃， 草刈り等の費用も清水市が費用負担し，市の委

託事業として実施できるようになった。 h創設された多目的広場の運営が，

新旧住民と市の代表からなる協議会によ って行えるようになった。

以上のことをまとめると，胸形神社池の場合では，神社と氏子とし、う特別な

関係の中で池の維持・管理が成り立っている。そして，地域の都市化は進行し

ているものの，まだ氏子組織を継続できる数の地元住民がおり，従来通りの維

持・管理が可能である。

有東坂池では地域の急激な都市化に伴い，用水需要がほとんどなくなり，水

質も悪化したことで，ため池の改築が可能になった。具体的には， 必要最小限

量の用水を確保した上で，多数を占める新住民の望む親水空間やアメニティ空

間の創設と，池の下流地域の治水対策とが可能になった。少数派の旧住民に対

しては，わずかとなった用水需要も満たせ，池の維持－管理費用を市が負担す

ることで，少数派住民へ維持 ・管理業務を委託することができた。このような

転用が可能になった最大の要因として， 2事例に共通することは，都市化によ

り用水需要が減少したことと7），総合治水対策対象河川の指定により，様々な

事業が地元負担なしで実施されたこと8），維持－管理に旧来の水利組織が活用

できたことである。

v. おわりに

水害常習河川として著名な巴川流域において，農業用ため池の洪水調整池へ

の転用について事例を分析した。その結果，まず第 1に巴川は主と して流域の

もつ白然的要因によ って，湛水しやすく排水も困難な河川であることがわかっ

た。しかも，砂州に閉ざされた河口付近の排水を促すことは困難である。その
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ため，かつての巴川の流路にほぼ該当する大谷川放水路を建設して中流部での

排水を促進すること，本川の上流部に大規模な遊水地を建設して下流への流出

を遅らせること，流域内の雨水および支Jllからの水の低地へ流出を抑制するこ

との，総合治水対策事業として実施している諸方策ヵ、有効である。その意味

で，扇状地の末端や山地・丘陵地の谷等の集水しやすい地形に立地するため池

は，洪水調整池として適当な位置にあって，流出抑制効果がある。

一方， 筆者は遊水地事業の研究の結果として，遊水地事業の最大の課題は治

水用地の確保であり，そのことは土地を1確保するための補償のあり方の問題で

もあることを指摘した（内出1985）。大規模遊水地や雨水貯留施設等の下流部

への流出を抑制するための治水用地の確保は，重要かつ困難な問題である。新

たな治水用地の確保に比べ，集水しやすい場所に立地するため池は雨水貯留施

設として転用できる最適の場所である。しかも，用水需要が減少していれば，

ある程度の用水量を確保しながら，洪水の調節を行うことが可能である。

さらに，ため池には用排水の管理と池の維持－管理を行う水利組合的な組織

が形成されているので，池の主目的を農業用水供給以外のものとしても，その

組織をも とにした維持－管理体制を活用することができる。また，治水事業の

一環として親水的工事を実施すれば，親水やアメニティ 竿聞の創造も可能で，

用水供給と治水以外の環境保全機能も生まれる。

これらのことから，都市化地域のため池の保全には，ため池の農業用水供給

機能を主とした方策に加え， 他目的への転用も含めた柔軟な考え方が必要であ

ろう。

［付記］ 小論の骨子は1999年度日本地理学会春季学術大会にて発表した。な

お，現地調査と資料の収集にあたっては，静岡県土木部河川課，静岡市土木部

河川課および清水市土木部河川課に大変お世話になった。記して感謝する次第

である。

注

1) 雨水貯留浸透技術協会（1998a）によれば，治水対策の lつとして，雨水あるい

は洪水を貯留することによって流出抑制をはかる施設と定みされてL、る。 rli水貯留

浸透妓術協会（1998c）によれば，その種類は広場や学校，駐車場の一部を煽り下

げたり，地下に貯留糟を設けたものや浸透トレンチ，浸透升，透水性舗装，調整
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（節）池や遊水地とある。

2) 浜北市では七夕豪雨で被害を受けたことを契機止して，緊急に河川終備ができな

L、地域を中心に， 1983年の蛭沢池を始めと して，農業用ため池の雨水貯留池化を進

め，1998年現在で12ヵ所が完成し，その総貯留量37万2,200m 3である。

3) 愛知県の知多半島にある武豊町て、は愛知用水の開通に伴い，用水供給源としての

ため池の重要度が薄れたことから，洪水調整池や親水空間としての利用をはかつて

いる。

4) 名古屋市では緑区の扇川流域等を中心にして，農業用ため池を洪水調整池として

改修して利用している。

5) 建設省の水害統計では浸水面積2,584.I ha，浸水家屋26,156戸である。

6) 雨水貯留浸透技術協会（1998a）によれば，防災調節（幣）池等は，流出抑制lを

第 l：義として設置する施設で，そのうち，河川符理施設として設置する恒久施設を

防災調節池，下水道管理施設として設置する恒久施設を下水道雨水制柊池と呼び，

その他に大規模な’七地，開発等に伴って設置する調整池がある。

7) 角川日本地名人辞典編纂委員会（1982）によれば，1891年の瀬名地区の戸数は

222戸，人口は1,453人，布東坂地区の戸数は64戸，人口は380人であ った。 1950年

の瀬名地区の戸数は339戸，人口は2,275人であるが，同年の有東坂地I.＞＜~の数字Ii不

明てーある。

8) 大阪府オアゾス構想によるため池の改築工事は国庫補助事業もしくは府単独事業

で行われている。 前者の場合でも，その費用負113.割合は凶から45.0～500%，府

20.0～30.0%，市町村12.5～250%，地元 0～200%であり，後者の場合では，府

25.0～50.0%，市町村50.0～750%, j也克 O～20.0%である。
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