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「後世に伝えるべき治山J60選シリーズ

禿げ山から地域に親しまれる森林に復旧した
たなかみやま

田上山の治山事業

河崎則秋
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m. おわりに

1. はじめに

こん ぜ

田上山は，滋賀県南部に位置する田上山系と金勝山系の山々の総称であり，
いちじようや

一丈野国有林(大津市)と金勝山国有林(栗東市)は，この田上山に属し，

水系は淀川流域の上流部になる。(図 1.2) 

田上山は. Iうっそうたる大森林」であったと奈良朝時代の古文書により推

定されている。しかし. 690年代に藤原宮の造営に要する木材の伐出や. 740年

代には石山院(現在の石山寺)造営に際し木材が伐出したとされ，そういった

長期乱伐の結果，桃山時代 (1600年頃)には既に荒廃の一歩手前にあり，江戸

期 (1640年頃)に入ると燃料としての盗掘や戦禍による焼失を重ねた結果，荒

廃が進行したうえに，地質が風化の進んだ花両岩であったことから，降雨のた

びに土砂流出が発生して下流の人々を苦しめてきた。荒涼とした山は，その姿

から「田上のはげ」として全国に知られることとなった。

慶長13年 (1608年). 17年 (1612年). 19年 (1614年)に淀川流域一帯に大水

(近畿中国森林管理局治山課治山技術専門官)
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図 1 位置図
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害が発生し，承応 2年 (1653年)に

は，野洲川が決壊し約50町歩の田畑が

荒地となった。幕府は万治 3年 (1660

年)に，大和，伊賀，山城の国に対し

「木根掘取禁止，禿山に苗木植付，土

砂留の施工jを命じている。

寛文の時代に入り， 2年 (1662年)
くりた

と5年 (1665年)には栗太郡も災害を

受け，翌 6年 (1666年)には幕府が

「諸国山川の提」を発令し， 草木の根

を掘り取ることを停止し，川上の樹木

なき所に苗木を植付，焼畑および河辺

の開こんを禁止している。9年 (1669

年)に幕府は主要な役人に畿内の被災

状況を実地検分させ，淀川のi如来費を

各大名に課している。翌 10年 (1670

図2 詳細位置図
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年)には瀬田川の凌深が施工されている。

このように江戸時代は治山治水対策が組織的な事業として行われたが，安

永・天明年間 (1772年~1788年)の飢鐘等で、農村が不況に陥って以降，幕府の

監督体制もゆるみ，設計・施工技術の低下をはじめ，山腹工事の施工自体が衰

退した。当時の主な工種は，山腹工では，鎧留(別添図 1)，築留(図 2)，石

垣留(図 3)，石篭留(蛇篭留) (図 4)，井堰留(図 5)，掻上堤工(図 6)， 

杭柵留(図 7)，逆松留(図 8)，蒔わら工(葺わら留) (図 9)，筋粗采工(図

10) ，雑木苗植込，筋芝植込(図11)，飛芝植込(図12)，飛松留(図13)，実蒔

留など，渓問工では，鎧留，築留，石垣留(図14)，砂留(図15，16)，流路工

などである。

江戸時代最後(慶応 4年)の淀川大水害に見舞われた明治政府は，淀川の船

運確保対策を考え，木津川の付替工事を始めるとともに，土砂留調査に着手

し，治水(船運)のためには，山林の整理に併せて砂防(治山)事業の緊急性

を痛感した。

なお，森林の所有については，明治 2年 (1869年)に官林制度が定まり，翌

3年 (1870年)には社寺有林の上地命令がなされており，大津固有林の母体

(所有形態)が形成されたと思われる。ただし管理は県に委託されている。

明治4年 (1871年)になり，政府は 5畿内(山城国・大和国・河内国・和泉

国・摂津国の令制 5か国)および伊賀国に対し「砂防 5カ条」を布達し，木津

川水源土砂留工事費を当分官費をもって支払う旨を通告している。

翌 5年 (1872年)には，施行対象地として 大戸川 草津川及び野j‘1'1JIIの水

源禿鵡地(はげ山)と記録され，工事費は全額国費で賄われた。

明治29年 (1896年)，河川法が制定され，翌30年 (1897年)には，森林法及

び砂防法が制定され，国有林野事業として‘治山事業が開始された。

II. 事業の経緯

1. はげ山復旧

明治30年以降のはげ山復旧工事は まず大戸川と草津川流域のー丈野固有
ろくかさん

林(写真 1，3) と，対岸の六箇山国有林から着手した。当時の山腹工は，法

面が緩やかになるように山腹を削り(法切)，石垣や網柵で階段状に形成して
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写真 1 一丈野国有林の施工前

写真 2 一丈野国有林の施工後

から，平らな部分にハゲシパリ，ヤシャブシ，マツなどを中心に合計で約440

万本を植栽した。施工面積は大正15年 (1926年)末までで約746haに及んだ。

(写真 2 大正 3年，写真 4 大正 5年)

昭和に入ってから，金勝山(当時は民有林)の地元町村から，はげ山復旧へ

の要請が出され，国直轄として復旧事業が始まり 山腹工を中心に実施した。

昭和29年 (1954年)には，事業地を国有林として買い上げ，国有林直轄地山事

業として， 山腹工に併せて渓間工にも着手し，昭和37年 (1962年)までに，施

工面積481haの復旧事業を行った。

治山事業の内容は，事業開始から昭和28年 (1953年)頃までは山腹工事を主

体とし昭和29年頃から一部渓間工事に着手し，山腹には早期復旧，渓間には

水利科学 No.348 2016 
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写真3 一丈野国有林の施工前

唱.圃圃圃園田園圃圃圃圃

一丈野国有林の施工後

流出土砂防止の両面作戦が展開された。(写真 5 昭和20年)

すなわち，荒廃した渓流には堰堤等を設置し流出土砂を堆積 ・固定させて山

腹を安定し，治山工事の基盤を築造し，山腹に対して表土の移動・流出を防止

するために各種の山腹工事を施し，ヤシャプシ，ヤマハンノキ等の肥料木を植

栽して地力の向上を図ると共に植生の成長促進に努めた。また，法面に林木草

本の種子を混播して，早期緑化により法面の崩壊防止を図り，天然下種の更新

と植生の導入をすすめてきた。これらの事業により 「田上のはげ」の呼び名

は返上し，緑がよみがえった，清流と四季折々の美しい景観の山となった。

(写真 6 平成 4年)

水利科学 No.348 2016 
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写真 5 ー丈野国有林の施工前

写真6 ー丈野国有林の施工後 (現在)

2 生活環境保全林整備事業

森林の回復にともない， 一丈野・金勝山国有林一帯が，琵琶湖や天ヶ瀬ダム

の重要な水源地帯となり，近江湖南アルプス自然休養林指定され，森林レクレ

ーションの場として年間数万人の人々に利用されるようになったこと，また，

我が固の治山事業の発祥の地として明治時代以降手がけた治山施設があったこ

とから，一般の人々に治山事業の大切さを体験してもらうことを目的とした整

備が生活環境保全林整備事業で行われた。

同事業では，学術的にも貴重な各種施設を保全したり ，森林(保安林)の有

する多目的な機能をより高度に発揮させるなど，森林整備を含め，渓間工や山

水利科学 No.348 2016 
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写真7 木橋(生活環境保全林整備事業)

写真8 遊歩道，四阿(生活環境保全林整備事

業)

腹工などを組合せ総合的に“治山の森"として整備し 一般の人々に治山事業

の大切さを体感してもらうことを目的として整備している。

特に遊歩道などはユニバーサJレデザインに重点をおいてバリアフリーによる
あずまや

四阿の設置なとぞを行ったほか，間伐材を活用した木橋や木道などを整備し現

在でも多くの市民(年間数万人)に森林レクレーションの場として利用されて

いる(写真 7.8)。

m. おわりに

現在の田上山では，前にも記述したように，森林レクレーションの場とし

水利科学 No.348 2016 
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て，近郊の多くの市民に利用されているところであり，かつてのはげ山を想像

することはできないほどに，復旧が進み森林化が進んで、いる。

このような状態になったのも，過去の先輩達の苦労によるものと考えられ，

現地に立つと，先輩達の苦労の一部でも感じていきたいものと考える。

今後とも田上山を，後世に残す大切な資産として，整備し残していきたいも

のと考えている。

参考文献
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別添図(治山の森調査報告書(1992) より転載)

関 1 鎧留

関 2 築 留

隠 3(a) 石垣留

図 3(b) 石 垣 留
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岡 4 右篭留{蛇篭留}

関 5 弁 忽 留

図 6 録上堤ヱ

悶 7 杭柵留
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図 8(8) 逆松留

図 8(b) 逆松留

跨わらエ

図 10 筋組染エ
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図 14 :S垣留

(市川事長方警「氷理真賓」より〉

図 15 六番砂留〈広島県、蛍々)11) 

正面図 側面箇

時輯生時」

図 16 深水砂留(広島県、堂々JII)
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